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★常設初等講習★

開 講 四月■七月■九月・一月

ーヶ月一仙、全期二ffa

期 間

時 日

月 謝

場 所

二ケ月

每週月、木兩口午後七峙 
より二時間宛

當學會事勝所階上に於て

初等修了後希望により補習.中等科開設

★例會•硏究會★

毎週水曜19時よb
（年屮無休）

19峙20分より21時迄……論講 

用書:ザメンホフ讀本

21時より................茶話會

輪講中細密な語法の講義、茶話會では唱 

歌の練習おり・每回出席者多數愉快な會 

合で非常に爲めにリリます。出席歡迎。



★ 第十三年ラ•レヴーオ・オリエンタ勢二號 ★

S-RO SlJSUMU Aibara 十

En la nuna tempo, kiam nia 
afero staras ankoraŭ en la stadio 
de propagando, perdo de iu kun

batalanto el nia tendaro estas tre 
dolore sentata, precipe, kiam li 
estas tre lerta kaj sperta gvidanto 
de la movad〇.

Mortis ankoraŭ tre juna, 3b 
jara, nia tre ŝatata batalanto 

Susumu Aibara, konsilano al 
Japana Esperanto-Instituto kaj 
konstanta kunlaboranto de la 

Revuo Orienta, tute subite kaj 
de neniu atendite pro malsano la 
20-an de Decembro lastjara.

Li fondis en 1921 Esperan
tistan grupon en Keio Univer

sitato, kiam li estis ankoraŭ en la duajara klaso de la prepara kurso al 
la Universitato.

Li ankaŭ fondis Keio-filion de Japana Asocio por la Ligo de Nacioj kai 
instigis la Asocion aranĝi Esperantan kurson.

Tuj post la fino de la universitata kurso li laboradis ĝis lia morto ĉe

Japana Filio de la Ligo de Nacioj. Dume li daurigis sian energian, neniam 

lacigeblan klopodadon por Esperanto- Li do vivis kiel tute klare konscia 

servanto por la homama laboro — intemacia organizo de la popoloj.

Milda, modesta, de ĉiuj amata viro li estis, kaj ni kredas, ke nia tuta 
membraro plene kun ni konsentas, se ni ĉi tie esprimas nian elkoran 

kondolencon al liaj postlasitaj edzino kaj ĵus naskita filino, kiuj la unuan 
fajon en sia vivo estis trafitaj de la netolerebla malfeliĉo.
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財團法人日本エスペラント學會評議員

粟飯原晋 氏を悼む

多年エスペラント運動の爲め不 斤の努

力を惜ます•活動せられてわた粟飯原晋氏

は客年十二月二十□忽然病のため長逝せ

られた。漸く盛んならんとするエスペラ 

ント普及冲警より眞に斯語に堪能にして 

將來を囑目された氏の如き好指遵者を失 

った事は我國のみならず世界の我事業の

ためまことに痛恨にたへぬ。吾人は玆に 

わからなる哀悼の意を全人類の名に於て 

同氏の靈とあとに殘られ仁る若き夫人と

お生れになつ'たばかりの令孃に捧げる。 

氏は明治三十三年七月十四日金澤に生 

まれ，後大阪に移り同地の・北野中學を卒

尙ほ國際聯盟との關係も早く，大正十 

二年塾內に國際聯盟協會慶大支部を創立 

し,又阈際聯盟協會にエスペラント講習 

を開かしめた。卒業と同時に國際聯盟事 

務局束京支局に勤務,爾後六年間,世界 

人として活動せられ來った。

エスペラント述動に對しては我が日本 

エスペラント學會委員,次で評議員とし 

て終始變らぬ盡力をつヾけられ，我が 

Revuo Orienta誌上には毎月興味多き 

寄稿&たゝれす・常に讀者・をよろこばされ 

た。

業された。たしかハ木日出雄，植田高三

エスペラントの實用としては之を利用 

して日本人と民族的に關係深きハンガリ

兩氏とは同窓と云ふ奇しき緣がある。大 

正九年慶應義熟大學豫科に入學,翌十牟 

六月慶應エスペラント會を創立,備後講 

演會に,講習に堅忍不拔の努力をつヾけ

ーの硏究に精進せられ我國に於て數少き

ハンカ・リー硏究の權威と

書に寄稿せられてゐた。

して履々雜誌圖

られた。大正十五年卒菜に當り草せられ

・な論文『バハイ運動に關する一考!

氏の性格たるや麗朋玉の如く,寡默に 

して實行を尊ばれ,氏に接した者は何人 

も敬愛の念を禁することが出來なかっ

壮 Pri Bahaa Sociordoなるエスペラン ・た〇その氏の馨咳に再び接することの出

ト書きの論文を附錄せられた。けだし塾 

創立六十年□來前例を見ぎる所である。

A（WA）IBARA

彼を最切學會え連れていったのわ私で 

ある。私が早稻川の學生で，築地の稍揚 

寺の二階を借りていたとき（1920年の秋 

と思う），前もっての問合せの通信の後 

（これわ誰かの紹介の結果であったらし 

い）にタがた訪問せられ（そのとき部屋の 

隅にあった衣桁が彼の上に倒れかかった 

ことを覺えている;・それから彼わそのと

來なくなった事は何と云ふ淋いゝ悲し 

い極みであらう。（北原生）

君ご私
川崎直ー

き慶應の學生）共に電車で學會え行った。 

電車中から『あそこが毎月の例會の場所 

です』と學士會（舊假小屋）を敎えた。學 

會（新小川町III14路次の奧の舊假事務 

所）の二階え私の後から續いて,あがっ 

た。小坂さん力:机のところにおられ汇。 

彼わ私の紹介を待たずにいきなり『私粟 

飯2で••••艮小坂さん『ああ,先月か 
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御入會にな!）ました……』•…

ある年の夏休みに大阪高商で議習會を 

やった。私わ中等科にあたったがそれが 

まだ始るまで數□以上あつ■たので,初等 

科の一部を受もった彼の授菓の參觀に行 

った。室えはいって一番後に腰をかける 

と,先生大いにあがって,そのときなに 

事か生徒に敎え仁後に『そうですね!』 

と私に尋ねた。後で藤間君（講師の一人） 

が『粟飯原わ人が見にくると敎えられ 

ん!』と言ったと私に傳えた。

その後數年たってやはり夏沐みに商陳 

で呦際聯盟協會大阪支部主催大朗大毎後 

援のすばらしい大々的の講習會があっ 

・だ。相坂さんが主として敎え,高瀨君と 

彼が手傳った。私わそのときすでに健康 

を害していたが,一口彼の授業を間いた。 

四人連れでの歸り途,彼『人が見にく 〇 

と困りますね!』と。相坂さんあわてて 

『それわ全然知らない人のときで,親しい 

人わそうでないさ!』と。私わ例によっ 

てだまっていたが,數年前の事をおもい 

だして『そらきた!』と思った。

1931年秋早慶戰すんで數口後彼の家 

庭をおとずれた〇夫人のお腹の人きい出 

・が私にもわかつ'た。晚飯をよぱれた。ま 

ことに!®い氣持にひたった。彼の家庭わ 

幸福そのもののように思われて,私わ喜 

んで大阪え歸っていったのであつ仁が 

ハンガリヤの名士粟飯原君 
并站…:二 •: 石黑修

二三年前ある知名の人逹の集りで久振 

りに偶然君に曾った私は,名士におなり 

ですねと,冗談交bに云つ・たことがある。 

それはともかくとして私の知って居る瞑 

りでは君位各方面の名士に和介の多かっ

•たesperantistoは少い樣に思ふ〇

"La Revuo Orientaに五六年來發 

表されて居るものを見ても判る樣に非常 

に多趣味で博學であっだ〇これこそ君が 

多方血に知介を持ち，持った原因であり, 

結果であると思ふ。TEK幹事等にも全 

く適任者であった。

六七年前から政治外交,並にハンガリ 

ヤに關するeoperantaĵojを范めない 

——前者は勤めと硏究,後者は趣味から 

——・と云って.居た。一昨年私が歐洲へ行 

く時も繰返して賴まれた。

私がハンカ'リヤへ行くと,同忐が殆ど 

皆君を知って居た。何故そんなに君の名 

が録まれて居たか。私ぽブダペストの國 

氏協會本部を訪ねて判った。こゝにはハ 

ンガリヤに關して初が寄稿した日本やハ 

ンガリヤの新聞雜誌が陳列され,日本に 

於けるハンカ・リヤの理解者として敬意を 

表されて居た。（君のこの働きは亦ハンガ 

リヤのEsp.運動に大きな貢獻をして居 

ることを私は特記しておきたい）。私は早 

速グニューブ河畔のカフェーで君へこの 

ことを書いて送ったことを記憶して居る

歸來，數囘會っても落着いて話す機會 

がなく,私が病氣で完全に罐詰にされた 

昨年の末,はからずも君の計に接したこ 

とは返す返すも殘念である。顧れば十餘 

年の交り,思ひ出もつきない。

年若くして逝いた君に,同志とし,友 

として私逹が期待して居仁ことはまた'玄 

だ多くあった。否君自身もまだまだと思 

って居たに違ひない。然し，その僅かの 

間に,Esp.運動に!その他にかくも澤山 

の足跡を殘した人が何人あるだらうか。 

ハンガリャの國民運動の標語Nem 
nem, soha! （ne, ne neniam !）をもつ 

て私逹の君に對する追慕の詞とし仁い。
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Budao, Budeo, Buddo, Budho au Budhao ?
. （ii） 岡本好次

併しddミ同一子音の巫複すみ二ミ（ニエス 

ペラント民衆の近來の傾向にそぐはないので 

一般にii餘り用ひられなくなって近年では 

Budhoが割合に僵勢であった。卽ちIIeroldo 
その他の雜誌等の記事に於てBudhoな見う 

けち事が多かった〇 一方fonetismoからいへ 

IX u Buddha^ 歐洲各國語に於ては

“buda''の如く發音されてゐるのでちち。（上 

述の如く同一了咅の匝複は毋咅の恳短に關係 

めるにすぎないしdhの音は近代歐洲語には 

ない音故二れはdざ同一に發音されるのだX 

ら）c 卽ち fonetismo の internacieco 力•ら云 

へばBudao又仕Budo （aも語尾芒して除き） 

"なわけである。

こ、で一言申上げておさ了:い事にfone
tismo のinternaciecoさいつア:の［エー般に或 

み internacie に disvastigi された vorto が 

各网語で如何なる形で發音されてゐみかな》し 

らべてその各種各樣の發音の中のkomuna 
partoをあつめてみた時にその共通の音的橋 

成を fonetismoからみたinternaciecoである 

过云ったのである〇故にfonetismoのinter
nacieco 壬云ふ事はその語の根元の我音（例へ 

IX Buddhaならその梵搭さしての發音）を意 

味すろIのでないのでわ;5。エスベラントの 

各語仕すべてかういった意味に於てのinter
nacieco から決定されたのが多いのて•おる。例 

へ1て英京倫敦もエス語ではしondonoミして 

ゐみが英阈人fi身の發音は決してしondonで 

はない筈で寧ろ（萬國發音記號ではlAndan^ 
I.andan又にしan：lenごでもかくべきであ力〇 

（さにかく英語本來のまゝの發音厲エス文字 

で正確には書き表任すこさができない）。併 

し英語以外の他國語での發音はしondonに近 

いから粘局fonetismoのinternaciecoからい 

へばLondonより外にないのである。それで 

エス語化すみにわたってしondonoごしたの 

でお Z 〇 （勿諭二れ（I grafismo の intel nacieco 
から來たものミ考へてもよい）。

扳本論にもごつて考へみにBuddhaなる 

梵捂（sanskrita vorto）の fonetismo の inter
nacieco から云へば"buda”である故に 

fonetismoを重んずればBudaoかBudo （a 
ぶ語尾さして省略して）ごならわけであ;5が 

Budoさ云ふざエス語には別にbudo （=木小 

ぶ）なる語がわって、それざ同じformoでめ 

みためまぎらはい、のでBudoは採用できね 

いのであみ 〇 勿論 firmo, firma; sola, solo； 
aro, -ar-等の如く同一 formoの語根が全然 

別個の二種の槪念をあら【よす例もあろ故差支 

へないわけでわるが併L二んな例"あまりこ 

のまい、例ではなく、できるならすべての槪 

念は全部ちがったformoをもつべ禺'である〇 

故にBudoは感心でもない。

Rhodesがその若英エス辭典にBudeoを探 

用し了:のはご'ういふ意味から來むかしれQが 

推測するにfonetismoによるBudoな採用Ĉ 
て（エbudoこかちおふからBuddoさし讥い 

がBuddoでは同一子音が重複するのでbullo 
g buleoごIたのご同一流儀でBuddoフト 

Budeoさしてみたのではなからうか。さにか 

く Budeo （X g ratis m 〇 及 fonetism 〇の兩方の 

ĥちらにも屬しむい幾分arbitreに龙らんだ 

formoである〇

拐以上はgrafismo及fonetismoの兩而: 

りみĵ： u Buddha nむら梵語のエス語根にっ 

いて考察 い:のでめる。所で一般にgrafismo 
ざfonetismoのぎちらに味方すべきかについ 

ては定則なくその場合場合に應じて硏究すべ 

きであろ。よって今上のgrafismoによみ 

Budhao, Budho, Buddo 及び fonetismo によ 

石Budao及びその中問の Budeoの何れな

之 らぶべきカ•について一つ一"について硏究 

してみろ二ざこし了:い。

（c）上記の五箇の語根の中ごれが一番工 

ス語根ミして適當^。・

先づ上記五個の中でBuddoについて考へ 

てみちにBuddoは上にも述べた樣にddミ 

同一子音が重複する點が重大むる缺點であろ 

からF. K.に採用された形でわるごしても 

之は決してrekomendindaなformoマはな 

い。さいふのはddもH本語の如く促音的に 

發音すればbudoこの區別任つくがさうでな 

く普通の近代野洲語の如く發音すればbudo 
このちがひがない事になってしまふ。（勿論 

Buddoのu をbudoのuよりも俎く發音 

する樣にすればよいかししれぬがエスベラン 

トに於てはめら®る語の中にい母音は皆同 

じ價値さ考へ二れに長短の區別をつけむいの 

が普通でわろ。換言てればエス語の母咅に上 

長母音ミ短助音の區別はないのでおろ。勿論 

akcentita vokaloは大縊幾分他のものより艮一 
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くむち棣であるがしかしこれ（二强制的の規則 

で"ない。H本語では高等1似°ミ琴皿。 

•のちがひの梯に長短母音に劃然たる差違がお 

ろ。併しエス語に“そんな區別はない。この 

半についてに詳細の議論は他Uに選め。故 

にBuddoミbudoさ耳で聞いて區別がつき 

かれみ。ニれでにエス語さして採用すろに適 

當でか、。又これむ韻文等で曲亦した場合 

卽ちBudd,の發音は全く bud'さちがはない 

那になみ。それらの點からみてBuddoむち 

formoは採用の理由は薄弱・でわろ。

次にBudeoについて考へてみるに二のそ音 

がごニから來7:か十分解らむいがもI筆者の 

想像の如く Buddo 'で任同一チ音が炉さなみ 

のでそれをさけみためBadeoさしたしのざ 

すれば何故にBudaoミしなかったかミ思ふ〇 

原形Buddha中に見出されないeなあ母舌 

もarbitreに揷入し;T:ものビすればそれは甚 

だ斶斯でああ。勿論bulloがtuleoになっ 

7:の｛,變の樣でおらがbuleoの原形找英語で 

にbullでめるが獨佛語では共にhuileであ 

みから二の後者から©をさリ入れた事は首肯 

すらに難くない。併しBudeoについてはか 

ういった何の理由もない樣である。それで 

Budo budoさまぎれるからそれで三音

節にしてdの後へ母音を入れら审にするこ 

なればさIあたりaな入れらのが適當でお 

Z 〇 （原形が Buddha 'で !onetismo の !nter- 
aiaciecoからいへばBudaoでかみべ呂故）〇 

故に二の意味からみて筆者にBudaoなすて 

てBudeoな採用す7何等の理由し發見でき 

むいのである。

次にBudhoについて考へてみるに；£は 

ismo, isto 等の eu fiksoj をつけて derivi い: 

budhismo, budhisto 等（j budhaismo, budliaisto 
や budaismo, budaisto よりも internacia で 

あらさいふ點で谜れてゐら。二の點でBudho 
を採用しようざいふ人が案外多いのではない 

かさ考へられる。成程英語や佛語で（1犬品 

buddhi t, buddhism が專ら用ひられてゐもが 

（但し佛語い綴字の關係上boudb-こなって 

ゐる）獨逸語よBuddhismusの外にBuddh- 
aismus （存住してゐるのてからこの鮎から 

丹てBudao （又はBudhao）からderiviされ 

才:budaismo （又（X budhaismo）もそんなに逆 

なギゴチないものざー槪にけなす二き£でき 

ないのである。併'しBudho （I Buddoご同 

じく そ© eliziita fo tno の Btidh*  （1 bud,芒 

區別して發音する事は:困難であち。それはh 
音は怒借での陳擦音であるから母音な伴はぬ 

h音（IH3iりにくい、殊に子音dざhの連紬 

では猶更我昔し難い。eliziita formoのみでな 

< Budhoそれ□身でもd i hの組合ぜ（二 

んなのはエス語には殆んご例がない）だから 

發凿I難い（勿論Bud-hoざdざの中間で 

中斷して發音しても）のである。（殊にh音の 

殆ん芒・ないイ宗リー語やフランス語國人にさ 

ってはdbの樣な組合社の發音は一府困難で 

おろ）。發音がかく難いゝから耳で聞く方も 

亦難い、。かういつ7:點から/> てBudho （I 
Budaoさ此べて發音上數段劣ってゐみざ見り 

け:ならね〇勿論oficiala vortoにもmirhoざ 

云ふ梯なんのもあちが二れ仁例外中の例外で 

餘り感心ですない1のである。

最後にBudliaoミBudaoミも比較してみ 

みにたfhの有無のちがひで他の點では全く 

條件が同一てある。所でBudaoをすて、 

Budhao說も主張する人々の意見な・いてみ 

ゐさBudaoではBuddhaなみ梵語の本來の 

音dhを保存しないからさいふのであった。 

併IよしBudhaoこdhみ保疗してもそれ 

は形の上でdhな保存mけで梵語のdh 
音を保存した二芒にならない。さいふのは工 

ス語では各音はいつでも何語中にあってし常 

に同一の音でおつてその音價に何の變化もな 

いのがエス語本來の^てまへでめる。卽ち 

Budhao中のdもhもすべて個〃別々に 

BucVha-oさ發音さろべ3であってdhの二 

文字の結合によって持殊の音（卽ちdのも 

氣音）む保存するざいふ事はで3ないのでめ 

み。卽らdhは一旦エス胡化した以上d芒h 
の二音であってそれ以外の何物でもない。し 

てみればエスベラント語根ミしてのBudha1 
（發音Bud-ha） （I Budiよりも梵語の氐 

音Buddhaに遠ざかったものきむ;5。これ 

では文字の卜.では梵語に近い櫟に見龙ても發 

音の方・では梵語に遙かに遠いものこなみ。然 

らば單に文字の上の形を固執して原音ビ緣邃 

いしかい發音し難い（dhの連績の發音し難 

くむ枝らかでない1KはBudhoの項でのべた;） 

しのなえらぶより發音のなだらかなBudao 
なまらん仁方がよい。1か1それが Zamen
hofa であるにおいてみやでめろ。ざいふの 

H Zamenhof博士がエス語の語彙冷決定す〇 

にめたって二ん^場台卽ち或るinternaciaな 

vorto の originala formo （X grafismo の上か 

ら云へばエスペラント的でない場合に（I 
fonetismoのinternaciecoによって決足して 

ゐる事が多い。

をの例もわげらならば希瓶语から由來した 
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ch, ph, th, rh （二れらは希臘の原音ではち0， 
〇, pなる文字で裘はされた待殊の音でわって 

之等の音を含まqラテン語に移植すみにおた 

ってその文字がないためやむを得ずhを伴 

った上記の組合せ文字を用ひたのであろ）等 

を含んだinternaciaj radikojが澤山エスペラ 

ントにも採用されてゐるがZamenhof博上に 

之等の採用にあたっては一大勇斷也もってに 

f, t, rな以てボす事にしてゐらでにないか。 

（何故に勇斷ざいふか＜.それは英獨佛その他 

の歐洲語に於ては上記のch, ph, th, rhな綴 

字の上ではそのま、採用してゐみ炉らであ 

み。Iかも發咅は大抵k, f, t, r I!過ざない 

のに〇）二れは7amenhof博士が筆者の上に 

述べ仁ミ殆んさ・同桂の意見もいだかれて決定 

されたものご推斷して差支へないき思ふ。我 

我がエスベラントむ學び始めた時エスベラン 

トの綴乍を見て人塑barharĴsmaでお〇ざ感 

すみの（Iかういったギリシャ語から來む語根 

の緩字に於てでめみ。例へばphilosophiaが 

filosofio ざなった如き theologia が teologio 
ごむった如きChristが Kristoさなった如 

きrheumatismのreli matismoミなった如き 

てあミ。併し之等も见慣れ書き慣れた今口か 

らみさこ我々（I舊い形のphilosophiaの如き 

文字をみろ芒き昭印の御代にチョンマゲも見 

出した樣な感がす“そして7amenhof博士 

の勇斷な有難く思ふものでああ。しし二れが 

ラテン綴りのまゝで保存されてゐて?-hiloso- 
p-hia （ブ匕口ソプ匕ア）さでも發音する事に 

なってゐたごしたら芒'んなにいやな惑じがす 

みだらうこ思ふさZ博士のの英斷をた\龙 

讥い。所が另博上さ雖もやはり多今仕kon
servativa なopinioをもたないでもなかつた 

さみえギリシャ語由來のchは全部kに逼 

更し文ないでんなみ文字を用ひて表任す事 

にしT:〇 Z博士がph, th, rhに勇斷をふる 

ひながらchのみもkにし龙なかった事を 

大變遺憾に思ふĥので二の妨ぎれ位澤山の工 

スベランチストな惱ませたかしれない。例へ 

arhitekturo, ĥemio, ĥaoso, ĥirurgo 等に 

於てみろが如くでめる。而して今日に於て（I 
二れら（工人抵 arkitekturo, kemio, kaoso, 
kirurgoざして用ひられ・ĥれ含んだもの（エ 

arkaikaj formojさして顧みられなくむった〇 

そしてAkademioでもその點を認めてarĥ- 
芒云ふ如き語は:irk…芒しt： tのもoficialaj 
radikojさして發表ぜざみを龙なくなったの 

て•めろ。將來はfieniio L ĥaosoもkemio, 
kaosoさしてoficialigiされるのも遠く（二わ 

みまい。二の點いらみてL Majstro 仰がれ 

T： Z博士の探用した語根でさへ其發音が難 

洪むLの（1漸次發音の容處な語形な以て!2き 

換之られるに至った事な示すLのでこの鮎t 
琢語根探用上注总すべ' 點である。

Buddh! もエス化するに ち；:って Budho 
或（エBudhaoも採用しようざすち人（エニの 

z博士の躊躇して失敗い;轍を踏むものでお 

るて云ふL過言でないさ思ふc卽ち今口の因 

襲に芒らはれてBudho又（エBudhaoを探用 

すれば將來きっさより發音し易くより合理的 

なBudaoに變更されち峙が來ちにちがひな 

いざ思ふ。故に華者けニ、にBudaoの最も 

合理的な二ミを主張しBudho眈Budhao說 

を主張されち人々が一人勇斷を以てBudao 
採用されて二の『佛陀』なろ語根の決定をして 

最後的の決定たらしめたいざ思ふのであるe

Budho, Budhaoも主張されろ人々が梵語や 

巴利語の dh, dh, d, kh, ph, bh, s. b, r を 

エス語の語谨にIあくまで保存しようぜ云ふ 

ような見當ちがひの偏見から主張されみLの 

なら我また何もか云はんやである。

3- Budao が第近刊の Plena Vortaro de 
Esperanto （SAT出版）に採用された事は將來 

の『佛陀〕のエス語根としてBudaoがdefini
tiva formoとして認められたと見てよい〇

以上前節に於てBudao, Budeo, Buddo, 
Budho, Budhaoの五つの語根の中Budaoが 

最もエス語帳芒して台理的でああ事を論述し 

了:が本笳で（ニニのBudao說に最後的決定の 

大きな鍵を與へたものは何ざいってもSAT 
版のPlena VortaroがBudaoを採用し了:事で 

わらうざいふ事について少し述べてみ仁い。

先年小坂狷二氏がその著“Perloj el la 
Oriento nの中で Budao說な主滾されア:事 

は舊いエスペランチストの記憶すみ所でわ 

ち。筆者仁その當時知らBudao說の妥當& 

碇く信じ從來常にこの語根も用ひてゐ7ン 

（小坂氏が之な使用された事;i勿論の専で扌》 

ろ。）所が歐羅巴で出た相當權威わろ辭典には 

二の語根がその後も採用されるにいたらなか 

つ了:事は大變遺憾な事であった。（唯Fulcher 
& Longの英エス辭典に出たにすぎない）。其 

後筆番は新撰エス和辭典の編蘇に際し小坂氏 

提唱のBudaoを採用しこの語根が我阈エス 

ペランチストによって大いに用ひられる事を 

就仁のであった。（勿論辭典でめら以上從 

來用ひられたBuddo, Budhoも挿入 い:事は 

したが筆者は極力Budaoを支持したく思った 

のでめ"）所が日本のesp-ist 〇の中にI歐 



47

米人がBudhoも使用するのな見て單純に之 

をimitiされる人t feof:のは遺憾で外った。

然あに昨年SATで出版され化Plena 
Vortaro de Esperanto が敢然さして Budho, 
Buddo, Badeoな拒否して專らBudaoを探 

用されたのを丹て大いに愉快に感じた。

此のPlena Vortaro "從來之迄に各國で 

出版され7:ご・の辭典よリい權威めみものざ云 

ふも過言でない。さいふのは同辭典は四名の 

Lignva-Komitatancjの協力によってかろもの 

でしかもその全縊の事業も統率された人は我 

が Esperantista Akademio の Komuna ヾor・ 
Uroの部艮ざして名聲嘖々たちGrosjean- 
Maupin氏でわちからでわる。（勿論同辭典は 

實の所二部分からできてゐてteknikaj radikoj 
は專らGrenkamp氏擔常のtので他のkoni- 
unuj vortoj任すべて他の三氏の協力になろ 

ものであるからteknikaj jadikojのみは多少 

問粗ごする餘地もあみが三氏の編纂の部は人 

的 komunaj vortoj であみがら Grosjcan- 
Maupin氏の最も得意ざする點でその償價乂 

絶大でわる。）

しかも同辭典“最近の新しいエスベラント 

界の傾向を加味して（いろんな港:味に於て）編 

憂された鮎に於て將來エス畀指驻の明星さt 
云ふ・ヾ孑良辭典でわろ。（辭典にもいみんな 

役目がある。普通語辭典ご專門語辭典等採用 

誌彙に區別のあろものもあれば從來用ひられ 

た語根は善惡共に記載して記錄的の役目もす 

ろ辭典もあれば將來の言語の發展を指導すろ 

辭典もああわけでPlena Vortaroは將に二 

の最後のLのも目標さした辭典ミみてよい。 

二れについて一小奴々すろ（I烦雜故二ゝに（I 
述べず詳細は他日の機會にゆづるが。例へば 

同辭典に（I arĥ •-芒いつア:語形のoficialaj 
radikoj I二ついては何等說明せずに7:ヾ

Arĥ....... Vd ARK.......
ミいった風に簡單にすませてゐる。:!れは今 

のぺた樣な目的で編墓dれ化辭典だからよい 

が Akademioの如き所から出版さみべきも 

のむら少くさもarĥのつい了: oficialaj radikoj 
のみ（I之を全部記載するにちがひかい。二の 

辭典だけではarĥ のついた oficialaj radikoj 
が何語打らのか判りにくい。卽ち二の一例に 

みても同辭典任明かに將來のエス界の指導に 

璽きをわいて編SLT:事が察ぜられる。）

所で二のP. V •に於てに佛陀の如き固有 

名詞は語根ざして採用されてゐはい。（幾分例 

外lifto）からBudaoさ云ふ見出しはない 

がbudaismo及budaistoの二つの見出しが 

採用されてゐちのでめってしかもそのBuda
ismo の項か»るミ

budaismo. Religio fondita de Budao dum 
lu 5-a jarcento antaŭ Kristo.さで' ゐて二 

の中にBudaoむろ語が でてゐち。だから 

Budaoが見出しにはないが二のBudaoから 

budaismo 及 budaisto が derivi し,/,: t のミ 

みても差支へない事云ふまでもない。而Iて 

Plena Vortaro 中には Budao 以外に（エ Buddo, 
Budho, Budeo, Budhaoの何れt採用されて 

もらない。而してこのbudaisn:〇, budaisto （I 
Grenkamp氏の採用しtのでなく兩語ミも 

Grojjean-Maupin 及 Esselin, Waringhien の 

三氏の擔當された部に!Sするものである事も 

忘れてはならぬ。卽ち二の點はF・V・の三 

編者が大英斷を以て二のBudao說を支持し 

歐洲で普遍一般化してゐるBudhoにすらー 

顧の價値を與へてゐない事厲如何にBudao 
の合理的なる事も强く信じてゐ7:かが想像さ 

れみ。（同辭典でし aboli, abolicii, amendo, 
amendainento等その他エス記根さしてその 

formoが二つ以tftZ> tのI妥當さ考へたも 

の（戈兩者芒（採用記載してゐろに拘らず 

Budho, budhismo, budhisto の何れをも一切 

記诫せむかっか对けBudaoに對すZ»編者連 

の自信な示育ものであみ「しカ•もGrosjean- 
Maupin氏»;その著エス佛,佛エス辭典には 

共にBuddoな採用しておきながら本辭典に 

於てBudaoのみ花垛用したの"如何にこの 

辭典の使命む重人視し愼币編纂に從事したか 

がうかヾひしられて奥ゆかしい。又同氏の 

opinioに於ける一大飛耀で1ある〇）

筆者はこのPlena Vortaroが將來のエス界 

の大きな指導的の役をむす〇のである事ん確 

<信じ同辭典に垛用されたエス語根は必ずや 

最も頻繁に使川さ3、爭を信ヨみものであ 

ろ。この意昧に於て同辭典が『伙陀』のエス語 

根ざしてBudaoな採用し讥事を人いによろ 

ニは•しく思ふものである。而してBudaoが 

將來最も多く用ひらる、可能性む彳肘:事を思 

ひBudaoが『佛陀』に對するdefinitiva formo 
さむった事を筆者は確信するものでめる。

『佛陀』I二對すなエス語根の撰定に關I我國 

佛敎學者エスペランチスト間に論議がくりか 

へさる、の時簞者の年來抱懷すろBudao読 

な紹介し且その將來の發展に對すち豫測もの 

べるIあながち無意義でない事な信じニゝに 

卒直に信所をのべ仁次第でわろ。猶十分意な 

っくさない點もめるが一先づこ'に擱筆Lて 
同志話賢の御高見隹承り丫:いざ思ふ。

[p. 49へつヾく】
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質 疑 答
(Lingvaj Respondoj)

K. Osミaka

★國名にJapanujoとJapanioと兩場合 

があるがその理由を。（黎子）

は感情上より之を固執するあり,又口本 

でも外國人のやる事は何でもよいと思ふ

〔答Ĵ國名接尾字コ〇はIdo語等に 一部の人々がEsp.の語の眞髓をも解し

於て採用せられたろ處で，其後 洲人中

にはEsp.にも之を唱導するものが出た。

その理由は此の形式はintemacia.であ

る,例へば Germany, Italia, Italy など 

多くの歐洲國語の國名は-i-音に終るも 

のが多いのでGermanio, Italioなどの 

方が好ましいと云ふのである。然し 

Anglio, Francio, Svisio 等は inter
nacia formoと云ひ難い〇又接尾字・uj・ 
は『容器,樹』など多意味であるからと 

の理由もあるが,是はさう譯するからい 

けないので-ujo=tiu, kiu tenas ĉe si 
••…と解すれば一向差支ない。なほ第 

七囘日本エスペント大會（大正九年）に於 

て接尾字4-反對の決議を滿場一致で議 

決した。本接尾字が單に歐洲語の習慣に 

よって起れるものでEsperantoとして 

は理論的に大なる誤謬であることは旣に 

本誌第六年第三號（1925）に詳論した故 

玆には述べない〇外或に於てはUniver
sala Esperanto-Asocioが先づZを採用

して論議を起し1927年Danzi^に於 

ける萬阈人會協議會に於てPrivat博士

の面前で沪も大に痛論して『UEAをっ

ぶせ』とどなったが,それが原因をなし 

たわけではあるまいが英國エス協會の 

Butlerを急先鋒として反對の火の手が 

あがり終にPrivatはUEAの會長を辭 

任し 兜をぬいで-io-使用をきっぱりよ 

してしまったのはEsp.の爲めに禹歲を 

稱へた次第である。然しなほ一部の人々 

ないで見様見真似をしてわるものあるは 

笑止の至り。序乍らEsp.の國名命名の 

根本法則は民族本位によるもので

（1）或る民族が阈を成してゐる場合 

にはその民族名に・ujoを附して國名と 

する〇例へば日本は日本人japanojな 

る民族が主たる或であるのでJapanujo. 
此の點から日本『國』をNihono又は 

Niponoとせんとする說はEsp,語とし 

ては誤なることがわからう。

（2）アメリカ諸國の如く先づ土地が 

あってそこへ人が來リ住して國を成した 

ものは國に名を與へ,住民は之に-ano 
を附す。例へばカナダはカナダ民族と云 

ふものはないのであるから土地を

Kanadoと命名し,カナグ人は Kana- 
dano.此の部類には Aŭstralio, Alĝerio 
等-ioに終ってゐるものがある。然し此 

の-i-は接尾字ではない。

（3）古くより歴史的に其阈の住民が 

…國を成してゐると考へられてゐるもの 

は（1）と同じ扌及ひ。例へばスヰス國氏は 

民族的にはfrancojとgermanoj （幾分 

italojも住す）で本來svisojなる民族 

は存在してわないのであるが，歴史的名 

によって或民をsvisojとし國をSvisujo 
としてゐる。主な阈名は

CEŭropoĵ Aŭstr ujo, Belgujo, Britujo 
（Anglujo, Irlando, Skotlando）, Bui- 
garujo, Cehoslovakujo, Danujo, Fin- 
nlando> Francujo, Germanujo （Bava- 
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rujo, Prusujo, Saksujo), Grekujo, 
Hispanujo, Holando aŭ Nederlando, 
Hungarujo, Italujo, Jugoslavujo, 
Norvegujo, Polujo, Portugal ujo, 
Rumanujo, Rusujo, Svedujo, Svisujo, 
Turkujo;〔Azioj Ĥinujo, Hindujo, 
Japanujo ; [ Oceanioĵ Aŭstralio, Nov- 
Zelando ; 「Amerikoj Argentino, 
Bolivio, Brazil(i)〇, Ĉilio, Kanado, 
Kolombio, Meksikio, Peruo, Urugvajo, 
Usono, Venezuelo「〔Afrikoj Alĝerio, 
Egipto, Kaplando, Maroko, Tunizio・ 

糸/i論:國名"i・はEsp.としては大な 

る誤謬なり。正式のを用ひよ。 

-►Sklavecoの譯を〇 (同氏)

〔答)Sklavoたる事，卽ち『奴隸の 

身,不自山さ，奴隸の心,卑屈な根性』。 

★Scii と koni の關係を savoir と con
naitre の關係に比較を。（哈爾賓K生）

〔約 Scii=savoir; koni=connaitre, 
なほ咋年六月號（p・11?右欄）で應答說 

明してゐます故御覚を。

★Ami, plaĉi, ŝati の區別〇 （同）

匚答ĵ Amiは『愛する,好む』巳 

plaĉiは『ある物（者）が誰々の氣に入る』 

で兩者は主語が逆になる。

Mi amas tiun kanton.
私はその歌がすき。

Tiu kanto plaĉas al mi.
その歌は氣に入ってゐる（plaNiは 

『誰に氣に入る』故前置詞al）o
Ŝatiは獨逸語のschatzenから來た語 

で敬意を以て『尊重する,珍重する,（珍 

重して）好んで••••する』。

Mi amas lin pro lia talent〇・

オがあるので愛してゐる。

Mi ŝatas lian talenton.

その才能を愛す（敬服尊重す）。 

英語のtolikeは埸合によってami 
であ?），ŝatiである〇

前號重要正誤

頁 瀾 行 誤 正

3 左 25 86t p. 89 86—89 p.

5 右 17 -nire -uire
// 〃 20 novlisto nomlisto
6 右 -10 p喩 P 略1931
〃 〃 —3 本人も 本人達な

S 左 -11 la lasa la 80la

22 左 22 ラドンドル ラソドル

31 左 第十四回 第七十二回

39 左 19, rmoto moto
n 右 5 Jau. Ĵaŭ-

tp. 47より】〔附記〕本論文を書き了へ 

てから丸善書店でMillidgeのThe Esperanto 
English Dictionary の最新版（1931佯末に 

Ernest Benn Companv护ら發行されたも 

の----從來は Steadi Puhlishing House ざ

Britisli Esperanto Associationで出版）を見た所 

從來Budd-o （上記記事參照）こむっていたの 

がBuda-oに變更されてゐ了:。卽ち:.れは明 

かに同辭典で（X SAT版のPlena Vortaroの 

撰定に從って從來の語形なすて、Budaoも 

採用い:ものこ思ふ。この一事を見てし將來 

のエス界に於てにBudao採用の機逹が次第 

に動いて來るしのこ思ふ。

Aldono al la e^peran^a resumo:—L:xstaternpe 
ini trovis kc en la plej novan eldonon de Ia 
voilaro u The Esperanto-English Dlctionary,n 
verkita de LK-ano E・ A. Millidge, la kom
pilinto enkondukis novan radikon " Buda-o/1 
kiun mi varme rekomendas en tiu ĉi artikolo, 
kaj kiun la Plena Vortaro eldonita de SAT 
alprenis kiel la plej taŭgan radikon por la 
intemacia vorto c< Budha/1 kaj forigis la mal
novan u Budd-o.v Tio estas la plej bona 
ekzemplo por sekvi!! (JC Okamoto)
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再歸代名詞を中心ざして

4.再歸代名詞の相互的意味

再歸代名詞はヽその主體が複數たる埸 

合には、曾通主開の一部をなす單數體を

reaperigiするのであってヽ主體をその 

まゝ全體として再現するのではない。故 

に再歸代名詞が相互的意味を有するの 

はヽその主體が複數たる場合に限るので 

ある。こゝにおいて、次の二つの區別力: 

認められる。(1)再歸代名詞が單に再歸 

的意味を表はすにI匕まる場合:Ili (A kaj 
B) amas sin (A->A, B-*B)  mem.= 
Ciu el ili amas sin mem. (2)それと 

同時に相互的意味を表はす場合:Ili (A 
kaj B) amas sin (A->B, B->A) reci
proke^ Ili amas unu la alian・

その中で相互性は再歸性と異り、再歸 

代名詞に必然的のものてはない。從って 

memが單に再歸性を强調するに役立つ 

に過ぎないのに反しヽ再歸代名詞が相互 

的意味を表はすには原則としてreci
proke の随伴を必要とする。たヾ意義の 

混亂を來すおそれが無い場合に限り、 

reciprokeを省略することが出來るので 

ある。

また inter si は unu al la alia, unu 
la alianなどの代りに用ひられることが 

ある〇たとへぱ:Ili similas inter si・= 
Ili similas unu al la alia.卽ち Ili (A 
kaj B) similas inte? si (AごB)・

5.動作の支配

ある動作の主體がその動作の支配する 

範圍にお•いて再現するときは、常に再歸 

的性网を帶びる。從って再歸代名詞用法 

!フ

の決定について基準となるべき單位は動 

作の支配範圍であって決して文ではな 

い。文は文章論においてこそ主要槪念で 

あったが、再歸代名詞解說においては旣 

にその垂耍性を失ふに至った。卽ちヽ文 

は動作支配の(最も麼汎なれども)最も單 

純なる一つの形式として、僅かにその存 

在の價値を保持するに過ぎないのであ 

る。

しかして動作の支配は互ひに競合しな 

いのが普通ではあるが、まれにある亜作 

の支配と他のそれとが車疊的に認め得ら 

れることがある。かゝる場合ゝいづれの 

動作概念に再歸代名詞用法に對する決定 

力を保有せしむべきかはヽ私達の门山な 

る主觀の問題に屬する。たとへば:L: 
arestis la mortiginton de sia infano- 
においてde sia infanoに再歸性を與

ふる動作概念は何であるか

iた D-ro Lippmann が示してゐる

Li nomis lin sia (au lia) plej fidela 
vasalo.もその適例であらう(尤も私の

硏究によればゝZamenhofはかくの如 

き場合に動作支配の祢3 ?性を好まなかっ

たやうではあるがゝ詳細は稿を改めて陳 

べることにする)。 ・

再歸性の 定

上述の如く、動作の主體がその動作の 

支配の下に再現するときはヽ必す•再歸性 

の問題を生ずるのでヽ主般の人稱如何迂 

問はない。故に一人稱、二人稱に對する 

再歸形といへども實質わには再歸代名詞 

に外ならない。しかるに、私逹は普通三
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人稱に對する再歸形si及びsiaのみを る〇 D-ro Lippmann ti「關係代名詞の

再歸代名詞と呼び慣れてゐる。これはsi 
及びsiaが各人稱における再歸代名詞を 

代表して一般的に再歸性を表はす能力を 

有することに原因するのである。

次にたとへば s加garda, s加mortigo, 
sintenoがすべての人稱を通じて用ひら

れるのは、sinの表はす一般的再歸性が 

語の合成において固定することに基くの 

である〇だがヽこの一般的再歸i生の固定 

を單に造語の結果:のみに歸することは、 

大なる誤謬である。同じく合成語にして 

もsiaflanke, siaparteは人稱によって 

變化するではないか〇更に具體的に說明 

すればヽ s加garda, sinmortigo, smteno 
が人稱による變化を爲さないのはゝ抽象

的に動作を表はすgard', mortig； ten'
が語の一部をなすことによりヽ他の範作 

E念の介入を排して、s加の一般的再歸

性を常に保有せしむるからである。これ 

に反して、sdaflanke, siaparte は何ら 

再歸代名詞用法に對する決定力を有す〇 

動作の槪念を含まない仁めに自己が從屬 

する動作概念の主噬に從って加aflanke, 
viaflanke ・・・ miaparte,ガaparte ••・な 

どと變化せざるを得ないのである。尤 

もs加tempeに旣に再歸的原義を失ひ 

ĝustatempe, tiutempe ほどの意味にH] 
ひられるから變化をなさない。

7・ mi, kiu mi...

關係從感文における顿詞の人稱による 

語尾變化には（1）ドイツ語の如く、關 

係代名詞の人稱に從ふものと（2）フラ 

ンス語の如くゝ先行詞の人稱に從ふもの 

とがある。この相違は人稱による動詞の 

變化を知らないエスペラントにおいては 

再歸代名詞の形の上に現はれるわけであ 

再歸形はヽその先行詞が一人稱、二人稱 

たるときといへども、si及びsiaなり」 

と敎^し、更に[尤も關係代名詞の後に

先行の人稱代名詞が繰返し用ひらるkと 

きは、この限りに非ず」と註釋してゐる 

（La R. 〇. XII 6拙稿「再歸代名詞に關

する一問題」）。私は前段が正當なること 

を認めるけれども、後段に對してはーー 

何故に先行の人稱代名詞を繰返し用ふら 

必要があるのか、またさういふ習慣があ 

るのかーー聊か疑問を有するのである。 

しかしながらかくの女□き用例を谖見しな 

いことを理由として今直ちに否定し去る 

ほどの確信もないから、一つの疑問とし 

て提示するに止める。 ，

&汎稱代名詞と再歸代名詞

三人稱に對する再歸彩si及びsia （I 
同時に汎稱代名詞oniに劉•する再歸形 

である。これはoniが文法上三人稱に 

屬するといふ主張の根據をなすのみなら 

ず、si及びsiaがすべての人稱におけ 

る再歸代幺詞を代友することを可能なら 

しめるのである。形式的にいへば、〔代 

表的意味におけるsi及びsiaは汎稱代 

名詞oniの再歸形である」といふことに 

なる。

なほoniに相等する特別の文字を有 

しないため、イタリー語、スペイン語が 

主語の特定表示を必要としない場令に 

si, seを用ふるといふのは面白い事實で 

ある（從ってoni dirasはイタリー語に 

はsi dice = si dirasと譯される）〇こ 

れに反して、エスペラントが持にoniを 

採用して、siをoniの代用物たらしか 

なかつ仁ことに對しては、英獨佛のエス 

ペランティストは感謝すべきであらう。，



9.人稱の變態

一人稱ゝ二人稱相互或はおのおのが三 

人稱と結合して主語となる場合、その再 

歸形は如何。たとへば:

I
Mi mortigis mian propran infanon.
Mia amiko ankaŭ mortigis sian 

propran infan on.
にれを一つの複文章に收縮して:

a) Mi kaj mia amiko mortigis 
-sian propran infanon ・

b) Ne nur mi, sed ankaŭ mia 
amiko mortigis sian propran infanon・

c) Kiel mi, tiel ankaŭ mia amiko 
mortigis sian propran infanon・

などとすることが出來る。けれども、 

人稱の異る主語を並世的にkajで結合 

したa)の場合が冏題となるのである。 

元來一人稱ゝ二人稱は現に意思の發表を 

なすもの自身とその相手方に限定せら 

れ、それ以外のものが一人稱二人稱たる 

ことは想像し得ない。從って語の形式に 

おいても、一人稱、二人稱たりたるもの

は單複兩數を通じ常に一定の單一なる代

名詞に限るのである。でないとヽ一人稱、 

二人稱代名詞とその再歸代名詞が同形で 

あるといふことは不可能事となるであら 

う。かく考へ來ればヽ人稱の異るものが 

結合して主語となつ仁場合にはゝ旣にー

人稱、二人稱の必要イ秦件たる單純性を害 

するから、それが一人稱、二人稱たり得 

ないことは明らかである。してみればヽ 

三人稱複數であるといふのほかはない。 

•故にその再歸形はsi及びsiaである。

10・ D ro Lippmann の名著

D-ro Lippmann の,,La refleksiva 
pronomo en Esperanto "力;發表されて 

からはヽあらゆる文法家が彼の所說をそ 

のまゝ援用してゐる。彼はこの著書によ 

り今まで谜の語法てあった再歸代名詞の

用法を一目瞭然ならしめたゝ その文法學

上の功績は大きい。だがゝ主格的deと 

再歸代名詞の關係に對する彼の結論は誤 

りでありヽ更に根本的にゝ彼门らいかに 

動作の觀念がsi及びsiaの用法に重大 

なる影響を與へるか熟知してゐる筈であ 

るのに、まだ舊來の文を中心とする硏究 

態度を保持してわるのは惜しむべきであ 

るといはねばならぬ。

現にD-ro Lippmann以前において、 

E. Ĉefeĉ はその „La Elementoj kaj 
la vortfarado en Esperanto'' p. 47 に 

„ La tasko de sia estas efektivigi la 
interrilaton de la direktanto de la 
verba ago kun la substantivo, kiun 
sia akompanas.*・ と述べてゐるのは注 

Hに値する。けれども再歸代名詞の實踐 

的用法をあれほど組織的にヽ詳細に硏究 

したのはD-ro Lippmannが最初の人で 

ある〇

私は彼の文を中心と疔る硏究方針には 

異議を有するのであるが、彼の硏究が明 

細I1つ體系的なのには敬意を表しなけれ 

ばならぬ。

La R・ 〇. XII 1Ĵ月載桶 ¢1)
重 耍訂 正

左 /4/5/15 なり 一＞である

左 /9 充分 f ”分

左 /-9 P-ro f Doktoro
右 /!〇 中上げる f 申し上げろ

冇 /12 kaj ĉio f kaj por eio

その他漢字の使ひ方.假名逍ひなこに遺憾

な點が多い。筆者の不注意なおわびする。
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和文エス譯添削

(1) 我々の大部分が其意見に同

意した。 < •

A. La plejmulto de ni aprobis 
tiun opinion・(大球君)

B La plimulto el ni akor
diĝis pri tiu opinio. (Migrant〇 君)

『大部分』はplejmultoもplimulto 
も大體同じ位の意味でもし正確に過半數 

と云ひたけれぱpli ol duonoとすれば 

よい。次に『我々の』が答案には三樣に 

.なってゐるq da, de, elである〇 niは持 

定の人數で，その人部分卽ちpli granda 
partoだからpeco da viandoが單に 

『一片の肉』と云ふに對し辂定の場介卽ち 

peco de la viando, kiun mi havas 
antaŭ mi「その肉の一片』とdeを用 

ふるのと同じ樣な考へからdaよりde 
の方がよい樣に思ふ。e!は全體の中か 

ら其のeroを撰擇する意からkelkaj 
el niの樣に復數形を用ひられて居る。 

答案Bのplimultoはplimultajがよい 

と思ふ。『同意する』は普通にはaprobi 
や konsenti, akcepti等が使はれる〇 

akordiは考へや意見(又は諧音)が互に 

相殺する事なくよく調和してゐると云ふ 

字だからakordiĝiと動作の動詞にして 

用ひたのはよろしい〇尙preskaŭ ni 
ciuj・・・preskaŭ ĉiu el ni.・・ 等 もよ 七) 

しい。grandparteは十の提案の中八, 

九は同意する樣にとられ易い。

(2) 戀は何うあっても理性とは

結何かない。

A. La amo estas neniellig辻a 
kun la intelekto.（佐々木君）

E. La amo neniel sin ligas 
kun la racio.（古澤君）

そもそも愛とはと云ふ樣な定義口調だ 

とてlaを冠したのはよろしい。この問 

題は色々に答案されましたが大部分良好 

でした〇

『理性』は普通racioが用ひられる。 

racioは眞理を條理正しく konceptiす 

る人間にのみ與へられた能力〇 intelekto 
は知能で或種のintelektoは動物にも存 

する。輕い意味の理性として取扱っても 

よい。「結び付く』は(1)に出たakordi 
或は kunekzisti (兩立する)，harmonii, 
などを用ふる事が出來る。ligiはalや 

kunの前匿詞をとる〇

(3) 用巾は口ら助くる者を助く。

Kiu mem al si helpas, al tiu 
ankaŭ Dio helpas・

(高橋哲君,〇血君,エ岡本君)

上記三君滿點です。其他の諸君も好成 

績〇 ankaŭのは入つナニのは無いのより 

點が上〇 Dio favorasもよろしい〇 Dia 
favoro=grac〇・ savi=_Kj ける，救濟 す 

る〇これもよろしい〇 helpi al tiuは・ 

helpi tiunでも可〇 tiu, kiuは相應して1 
使はれる〇

(4) 聖者は其の罪を憎むで其の 

人を憎まず。

La sanktulo malamas la pekon,
(sed) ne la pekinton (pekulon).

(中川年君,山口稔君,矢野君,石黑 

捷君,.古澤石，黑澤君,Seto君ktp)
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『聖者』はsanktuloのタトにvirtulo 
或はsaĝulo等。『罪』pekoは主として 

宗敎的の并或は道徳的。好imoは主とし 

て刑事上。kulpoはもっと廣く悪と云ふ 

程度,或は落度。deliktoは罪でも極く 

輕い法律違犯。

(5)子供と約束をしたら，又其 

iれを果してやりなさい;さもないと

其の子は嚥言を覺える。

Kiam oni promesis ion al in
fano, tiam oni ankaŭ plenumu 
ĝin; alie la infano lernos men・ 

! sogi.

糸勺半數以上の答案が滿點に値して居ま 

した〇柔村君の Promesoj faritaj al 
infanoj, devas esti nepre plenumataj, 
ĉar alie malvero iam korpigus en 
iliaj kondutoj.の形式も犬變よろしい〇 

promesi al iuが一般に用ひられる〇 

promesi ludilon al infano =玩具を子 

供に約束する〇 Promeso estas larĝa, 
:plenumo estas ŝarĝa. (Z),採點の上 

からは,ekscios mensogon よりlernos 
•mensogiが上〇勉强する,學ぶ,の外に 

lerniが經驗から,或專の知識を得ると 

云ふ場合にも用ひられる〇 Mi multe 
lernis el la vojaĝo.=旅行中得る處が多 

かった〇『さもないと』=alie, aliokaze, 
se ne, au 等〇 ellasu min, aŭ mi 
ekiros.

(6)其時私の口の中には淚が浮 

び，私は丁度なくなった母親と話を 

して居る樣な感をいだいた。

Tiam larmoj staras en miaj 
okuloj kaj mi havas tian senton 
kvazaŭ mi interparolus kun mia

mortinta patrino.(河本君) f

『英時』をĉe tio (碧城君)もよろし 

い〇larmoは淚の一滴で普通復數;に用 

ひるが,未だ目の中に溜ってゐてポタポ 

タ出ない時分には,或は代表單數として 

en la okuloj de la pli juna fratino 
naĝis larmo... (B・ V. de Z.)の樣に 

用ひられる。『淚が浮ぶ』は上文の樣に 

naĝiやstariが用ひられる〇或は 

okuloj larme malsekiĝis, larmo 
aperas 等〇 stari は resti senmove, 
senflueの意に用ひられる〇 kvazaŭ は 

kie!或はkiel se,或は單にkeと置換 

へられる〇『感をいだく』は軍にsentiで 

もよし或は havi impreson, senti im・ 
preson,『なくなった悸親』はsenviva 
でもよい〇 senvivaは『以前には先命の 

あつ仁ものが生命を失ひたる』,malviva 
は『始めよ!)生命のない』,malvive 
naskita infan〇. senvivigi=morti.

(7)彼は文字通り骨と皮ばかり 

になる迄やせた。

Li malgrasiĝis ĝis skeleto en 
vera senco de la vort〇.

(Migranto 君)

Li malgrasiĝis laŭlitere ĝis lia 
haŭto ĉirkaŭkovras nur skeleto n.

(佐々木ft)

laŭlitere jjJcii laŭvorte=『文字通り』 

或は『逐語的に』〇 vortoは單語,litero 
は A. B. C....の文字〇 laŭvorte (laŭ-
litere) traduki= 字一字を其のまゝ飜u

譯する事〇 en vera senco de la vorto.
=言蕖の眞のだ味に於て=言葉通り。 

graso=脂肪,〜a=脂肪質の,肥えた。 

其他脂肪には,oleo (動,植，鑛物の)》 
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vazelino （鑛物性），petrolo （石油）, 

lardo （ラード），sebo （獸0旨）等〇 mal
dikiĝi も細くなる，で瘦せる事ではある 

が普通はmalgrasiĝiの方が多く使はれ 

る〇『骨と皮ばかりに』には大分諸君も弱 

らされた半と思ふ〇 malgrasiĝis ĝis osto 
kaj haŭtoが一番多かった〇かう云はれ 

て何んの事か解らないと云ふ人があれ 

ば，英の方が解らす・やに違ひない。作文 

の點の上からは,ĝis la skeleto kun 
haŭto,や ĝis la skeleto kovrita nur 
per haŭto の方が高點〇 skeleto=ostaro. 
因にĝisost'は,骨迄で。例へば，Li 
estas ĝisosta " edok''・ano.『彼は生粹 

の江戶ツ子だ』の樣に使はれる。tiel,ke 
• ••やkvazaŭを使っても言える〇

（8）君は，もうこんなに永く待 

って居たんだものあと少し位待つの 

は何んでもないよ。

Se vi jam tiel longe atendis, ne 
estas ja grave atendi ankoraŭ 
iom plie

Seは普通は『もし••••ならば』と單な 

る假定として用ひられる外に『よしんば 

••••であるとしても』の樣にも使はれる。 

Se vi volus, vi ne povus.又 ĉar の様 

に使はれる事がある。上文のseが丁度 

それである。pliとpluは別の語である 

が多くの場合どちらを使っても意味の上 

に變りが無い〇併しpli 〇1をplu olと 

云ふ事は出來ない。pliは站:や度に就て 

言ひpluは狀態や行爲の連組を表はす。

ノ上の文でpluを使ってもよい〇 ne 
parolu plu.は『もう澤山だから默って 

呉れ,.IIをきくのをよして吳れ』となる。 

りまりparoliの行爲を連續しないで吳 

れ，と云ふ事になる。ne parolu pli.は 

『それ以上話しては下さるな，そんな悲し 

い話しは止めて,もっと陽氣な話しをし 

て下さい』と云ふ樣な微細な相違がある。

plue, plieはeの副詞語尾が付けられて 

立派な副詞とな!）; 一層意味が强くなる 

丈〇 Estas facile atendi iom pli por 
vi, kiu jam atendas tiel longe・（J・ 〇. 

君）この形式の人も數名ありました。課 

題の意は充分に盡せて居ない。『何んで 

もない』はne estas graveが適譯〇或 

は ne gravas tio, ke vi atendas iom 
plu.としても宜ろしい〇或はestas 
nenio grava, iom はこれ丈で『少し」 

と云ふ意味が充分表はされてゐるので 

iometeとやるのは使ひ處によっては,大 

變キヽがよいが餘り矢霜に使ふのは感心 

しないと思ふ。ましてiomete daなど 

は惡い洒落だと口分は思って居る。

成 績

（90 Ii以上）大塚君，佐々木君,河本君。（85 
Si以上）R・Kurosaŭa君,矢野君,お黑捷君, 

Migranto君,中川君，松本君。（8〇站以上） 

桑村君，〇环君，山田君,中村鶴6〇 （73點以 

上）K. 〇. N.君,JoSio Okamoto 君，K. Mura- 
kami君，J. Oka君,高橋哲君,碧城君。（70 
點以上）G・Seto君,S. F.君,K Harak!君。 

（63點以上）渡邊時君,古澤肥君,Jam君。

四月芷課題三月一日締切

（1） 彼は本職の外に，エスペラントの個人 

敎授を，內職にして居ろ。

（2） 花子は,息花任づませ,そして陽氣に 

・笑ひ乍ら,1き休みしょうシストーブの

側の麻の覆ひのしてある長椅子に，ドッカ 

ミ腰掛け尖。

（3） 此の繪け僕の友人が畫いて吳れた丈に 

大.層氣に入って居み。

（4） 戶外の，いてつく様な（氷つく様な）寒 

さに引きか丸,室內で“罐に赤々さ火が塑 

龙て居た.

（〇）さして早急の用件には無之候へごも， 

全員臨席中に解決致し度き儀有之候。

（6） たつ仁今隣室で咳をして居たの仁君だ 

ったのか?

（7） 彼女の洋裝に垢qけて居乙。
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檢 官
Zaraenhof課La RE。一節の註譯 K.。如.

Fjodoroviĉ.—Jes Cirkonstanco eks
terordinara, tute eksterordinara. 
Certe ĝi estas ne sen kaŭzo・

Lukiĉ.—Kial do, Anton Antonoviĉ, 
por kio ? Kial oni sendas al ni 
revizoron ?

Urbestro.—Kial! Certe jam tia 
estas nia sorto! (Ekĝeminte) Ĝis 
nun, dank*  al Dio, oni atakadis aliajn 
urbojn ; nun venis la vico al nia urbo.

Fjodoroviĉ.-----うむとてつもない事,

全くとてつもない事(異常なekster-ordi
nara 事柄)だ。こりや原因がないこと 

はない。

Lukiĉ.-------- 體:なぜAntonoviĉ さ 

ん,何の爲めだ?なぜ檢察官をよこすの 

だらう?

市長---- なぜだって!勿論（certe）さ 

う云ふめぐり合せ（吾々の運命がそんな 

風）になってゐるのだ（jam... estas）! 
（ためいきをついてek,ĝem,inte）今迄 

お蔭様な事には（dank*  al Dio）,他の町 

をやっつけてゐたが今度は當市へお鉢が 

まはって來たのだ（順番が來た）。

cirkonstanco （某主事件に伴ふ）事柄, 

（事の）委細;（さう云ふ事柄が集った四 

圍の）事情（依て普通複數）。

DankJ al..........のお蔭で

Antonoviĉ市長の父姓。ロシャでは 

父の名をとって名とする。例へば小坂狷 

二の父が千尋であるならKenji Ĉihiro- 
viĉ Ossaka,そして親密敬意を表すに姓 

を呼ばず父姓を呼ぶ。しかも會話中盛ん 

に之を拝む。 ・

Fjodoroviĉ ・ーMi opinias, Anton 
Antonoviĉ, ke tie ĉi estas kaŭzo 
delikata kaj pli poi让ika. Ĝi signifas 
jenon: Rusujo ・・・ jes ・・・ volas fari 
mil辻on, kaj la ministraro tial, jen 
vidu, sendis sekrete oficiston, por 
sciiĝi, ĉu ne ekzistas ie perfido.
.Urbestro.—Eh kien vi ensaltis! 
Kaj ankoraŭ saĝa homo! En mai- 
granda urbo, perfido! Cu gi estas 
urbo apudlima, he? De ĉi tie vi ja 
povas eĉ tri jarojn rajdi, vi al nenia 
regno alrajdos・

Fjodoroviĉ.-----Antonoviĉ さん私の

考では(Mi opinias, ke)玆には何か微 

妙なむしろ政治上の(pli politika)原因 

があるのでせう〇是はかう云ふ意味です 

(ĝi signifas jen*on) :磚西亞がですね 

••••さうですとも••••戰爭をしようとし 

てゐる，そして內閣(ministran))は＜ 
ーら(御覽),それだから何處かに陰謀が 

ありはせぬ加探知するために秘密に役人 

をよこし仁んでさ。

市——おいおい途方もない考へをす 

るもんだ（何處へ君はとび込んだのだ）！ 

しかも御利口な方がさ!（こんな）小さな 

町に陰謀!此の町は國坯の（apudlima）- 
町かい，え? 此處から三年も馬で行け 

るぜ（それでも）何處の國へも乘?）着けら 

れはしない。

Delikata （秋の花のやうに）こまやか 

な優しい,たをやかな,きやしゃな（姿）， 

品のよい，（細:Eなどの手のこんだ）細か 
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な,紙緻な，（神經がこまやかで）敏感な, 

（こまかい處まで氣の屆く）思ひやりのあ 

る,（こまかくてむつかしい爭柄で）微妙

Jen viduそーらね（御覽なさい）

と人の注意をひくための押入旬。

Fjodoroviĉ.—Ne, por diri al vi, vi 
ne tion ・・,vi ne ・・ しa estraro havas 
konsiderojn subtilajn: malgraŭ ke 
estas malproksime, ĝi tamen notas 
al si en la cerb〇.

Urbestro.—Notas au ne notas, sed 
mi vin, sinjoroj, avertis,—rigardu. 
En mia parto mi kelkajn disponojn 
jam faris, mi konsilas ankaŭ al vi, 
Artemij Filippoviĉ! Sendube la tra
veturanta oficisto volos antaŭ ĉio 
ĉirkaŭrigardi la kadukulejojn, kiuj 
estas sub via estreco, kaj tial faru 
tiamaniere ke ĉio estu konvena・

Fjodoroviĉ.-----いや,全くの處,あな

仁がそんな…あなたがまさ加…中央政 

府は頭がするどいですからね（敏感な考 

慮を持ってゐる）:遠くはあるんですが 

（malgraŭ ke ... tamen）ちゃんと日星 

をつけてますさ（頭の中に記してゐる）。

市長——つけてようとつけてまいと 

さ,諸君,御注意（警告）しましたぞ——い 

いかね（御霓）。此の私としましては旣に 

若干于配をしましたんちゃ,Filippovid 
さん,あんたにも御注意しますぞ!きっ 

と（疑もなく）巡囘の（tra vetur anta）役 

人は何よ!）も先づ（antaŭ Ĉio）貴君管 

下の（sub via estreco）養育院（kaduk,- 
ulejoj）を巡視したいと云ふですよ,で 

すから禹事そつのないやうに（應はしい 

くなってわるやうに）よろしくやって逡

きなされ。

Por diri al vi『君に申しますが』で 

『直卒に云ふが,全くですよ,いゝです加 

ね』と己の云はんとする事に對して念を 

押す押入句〇類例:por diri la veron 
『實の處を申しますと,實は』。

Subtila （どんな隙間からでも漏る程） 

微細な,（微細で）捉へにくい程靈妙な, 

（微妙な動きとすぐ感ずる位）銳敏な,H 
から鼻へぬけるやうな（才智）。

Malgraŭ..........にも關らず〔前置詞］

接續詞としては必ずkeをつける。

Al si en la cerbo=en sia cerbo.
Noti注意すべき事を心覺えのために 

（紙に）書きとめる,（頭に書き込んで）注 

意にとめる;noto心覺え（の記入）;noti 
en la memoro心に覺えて置く,頭に入 

れて置く。

En mia flanko私としては

Disponiあゝかうと事の處•置をつけ 

る,（意の儘に）處理する,（勝手に或物を 

處理する,卽ち隨意に）使用する。

Li disponas ĉion koncerne la soci
etajn aferojn.會務に關しては彼が專行 

してゐる（處理してゐる）。
A A
Cu tiu ci tablo estas dispone bla? 
此のテーブルは空いてゐるのかい。

Mi estas ĉiam je （或は al） via 
dispono.何時でも御用を御申付け下さ 

い（私のからだを御使用にまかす）。

（Atentigi （一般に或事に）注意を向か 

せる,注意をひく

（Averti前以て警告する

Konsili （相談にのって）あ、しなさい 

かうしなさいと助言を與へる。

Kaduka （人の）老衰せる,（物の）老 

朽せる，消えなんとする。
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日木Esp.運動の現狀についての觀察

その1:演說——
川埼直一

表題がややしのものしいが,實わ仁仁 

思いつくままに順序を7:てず,私一個の 

觀察なのべみ。もざより學淺 <,頭愿く， 

新來でそのう楚家にばかりひつ二んでい 

お私の言葉——反對のざニろ，足りない 

ざ二みわごうかわしかりくた•さいC

京都で學や雄辯大會が始められてから 

でも數年になる。概していえばだんだん 

上手な人がふえてきていると思う。が藤 

澤,小坂兩氏を除いてわ——私の聞いた 

範圍でわ——ものになっている人わほと 

んどない。

藤溪親雄氏のわペラペラで白紺のよう 

に匕品で美しい,まるで音樂を聞いてい 

るように氣持がよい。氏のうまいことわ 

人々Aら數年間聞いていたが,「なにそれ 

ほど……」と思っていたが,始めて福岡 

で實際聞いたときにわ思わずウットリと 

した。永松氏わ始めて聞いた晚あまbに 

感激してねつかれなかったとかある雜誌 

に書加れた〇淺田一氏わEsp.のprak
tikeco を疑っていられたが,氏の演說を 

聞いて以來,熱心な仲間になられた。

小坂さんのわ技術的にわ完全なもので 

わない,が熱情そのものである。Espe
rantismo の眞の叫びである〇

ハ木日出男氏のわハッキリしていて初 

學者にもよくわかる（これわひじょうに 

よいことである,むやみに早くしゃべつ 

て人にわからぬようなことをやるのが演 

說のうまさでわない）,ただ母音が艮すぎ 

て,その•ためよい意味での子供らしさが 

仁だよう（口にわひげがあるけれど）。

ハ木氏の正反對が淺井惠倫氏で,母音 

わみんな（akcentita silaboのそれも） 

ごくごく短い。玄るで雀がチュッチュッ 

やっているようで，闻きとりにくい。淺 

井さんわ大阪外語の書語學敎授であっ 

て,あるいわ訂語學の理論に立即してい 

られるのかもしれないが,母音を全部か 

ならず短くするとゆうことわEsp.文法 

の規定としてわどこにもない。よた實用 

上rekomendindaなことでもないと思 

う，すくなくとも氏の演說を聞いた結果 

でわ。

進藤靜太郞氏わかって軍語を…つ一つ

ポツポツ切ってやられた---- それでもう 

すこし續けたらと進言した。このごろわ 

かなり續けか・なに注意しておられる。が 

演說としてわ進藤氏の個性が十分發揮さ 

れてない——すなわち演說を口分のもの 

にしていない，まだ練習中とゆうような 

氣がする〇 Bela voĉoとおちつい仁態度

伊車三郞氏（近來私わ聞かないが）わ の持主の彼だ。 音 :舉の本もだいぶ讀ん

f音わ正しく（1とrの區別きわめて嚴 でいる。私わ近き將來を期待する。

格）で,スラスラしゃべ〇カ;，intonacio 
が普通話しているときわ平凡に一本調子 

で，感情が爆發するとたちまち亂れてし 

型のかわったのわ福田國太郞氏（元

SAT komitatano; Verda Utopio 誌發 

行）。况上り式のおそろしくゆっくりし

まう（もっともどもりの關係もあるが）。 【61頁へ績く ]
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所變則品變
K. Ossaka

1.「お早やう」

或るamika societoで度々極地に行 

ってエスキモー語の大家と云はれる人に 

ー貴婦人が『お早やう』とは何と云ふか 

と尋ねた處知りきせんとの答。お早やう 

と云ふやうな簡單な拔拶も知らぬ樣では 

.あの人のEskimo語もあやしいと云ふ 

貴婦人の蔭! Iを聞いてその探險家笑って 

□ く,極地でぽ半年は晝で半年はイも朝 

は一年に一度しかないのだから『お早や 

う』など云ふ挨拶はありゃうがないと。 

所變れば品かはリ，習慣，制度で云ひ方 

も異る〇國際語たるEsperantoは今【1 
では卩チにその點で困ることが起る。然し 

Esp.の;普及につれて習俗が交り將來は 

消滅するには相違ないが。

2.「や あ」

知人が往來で出合ふ。『やあ』と一人が 

云へば,『どうだい』と他が應へる。『御 

機嫌いか丨ですか』と云ふ程のしかつめ 

らしさではないが，まあその意味のくだ 

けた歩拶だ。此の挨拶を英語ではKiel 
vi faras ?と云ひ,フランス人はKiel 
vi vin portas ?と云ひ,ドイツ人は 

Kiel ĝi iras al vi ? と 云ひ'.ロシャ 

人はKiel vi vivas ?と問ひ，イタリヤ 

人はKiel vi staras ?と尋ねる〇嘗て支 

那では何と云ふかときいたら別に待別な 

扌矣拶がない,只默ってわるのだとの事。 

Esp.ではそこでKiel vi fartas?と云 

ふことにきめた,依てfartiは何と云ふ 

課加と問はれると一寸よごつく。

3・ Strato

LI々新聞社が帝都復興道賂:こつけた昭 

和通や，俗稱の銀座街はStrato Ŝooua, 
Strato Ginzaと云へるが,他の町名, 

例へば新小川町の『町』は外國語には譯 

せない〇 Stratoは街路につけた名で,そ 

の兩側にある家屋に番號をつけて家屋の 

番號とするのであるが，H本の『町』は 

地域につけた名で，從って一つの街路の 

兩側の町名が異ったりする。『番地』も名 

の如く町の內の小地域につけた番號で同 

番號の土地に立つ家屋は同じ番號だ。從 

って新小川町はStrato Ŝin-Ogaŭamaĉi 
とは譯せない。將來日本でも大正通,銀 

座通りにならってザメンホフ街など云ふ 

命名は作られ得るが,その街路の住民は 

得々とザメンホフ街何番地と書くことは 

出來ないわけである。

米國では人も知る如く座標式に縱なる 

を何 Avenueと云ひ,橫なるを第何番 

Streetと名づけるのが普通,例へば?th 
Avenue,113th Street など〇 それが 

Washington にゆく と 3rd St・と 4th 
St.の間に372 Streetなど云ふ分數付 

の町名がある。中々數學的だ。

此の點古都京都はアメリカ式である〇

序に米阈宛の手紙に番地を間違へて書 

くと郵便用は氏名は見ずに其の番號の家 

へ抛り込んで行く。II木流に似寄った番 

地なら何とかして屆くだらうなどと思っ 

たら大間違。
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★ザメンホフ讀本,城戶崎益敏編,財團 

法人口本エスペラント學會發行，1931;
13 x 19 cm., p. 144;合册定イ

料4錢;分册（三册）各册定價20錢，郵 

稅2錢。

中等程度の講習會用として，又初等を 

了へたる獨習者用としての適當な讀本が 

なくて在來困難してゐたが,木書は正に 

その缺略を滿すものと云ふべし。且つ如 

何なるEsp.の硏究者も必ず硏究玩味す 

べきはZamenhofの諸著書であるが，本 

書は正にその硏究への入門と云ふべく, 

第I卷はZ.博士の飜譯物より6篇,第 

II卷はその原作より14篇を拔き，更に 

第111卷にはZ,博士傳,大會其他Z,博 

士に關する諸大家の記事を收めてあるの 

で宛然Zamenhof大觀とも謂ふべし〇 

且つ各篇有益なる註解を附し,Zamen- 
hof年表,硏究參考書目錄等を附錄して 

ゐる。又linotipoによる印刷で用紙亦 

上等であるから鮮明美麗であり,150頁 

50錢は讀本としても頗る廉價と云はねば 

ならない。

★VERDA KARTO, de Eisaburo 
Iŝihara, trad・ Hideo Jamanaka, eid. 
Japana Esperanto-Inst让uto, 1931;13 
x 19 cin., p.184; prez. 3 sv. fr・+10%

Kinema dramo gajninta la unuan 
premion ĉe la 1让eratura konkurso 
donita de Osaka Asahi Sinbun, unu 
el la plej potencaj tagĵurnaloj, pri
skribas la socion post 50 jaroj, kiam 
la homaro, dividita klare en du kla
sojn ekspluatantan kaj ekspluatatan, 
kondukas plene materian vivon. Oni 
konas nur sian nacian lingvon kaj 
internacian, Esperanton. Senlimaj, 
ŝajnas elpensoj de maŝinoj kaj sub' 
stancoj, reĝoj de la socio; tamen en 
tia meĥanismo de vivo povas ekzisti, 
flanke de la malamo, ankaŭ la amo. 
Pruviĝas, ke, homa animo ne facile 
sklaviĝas sub la jugo de la materio. 
Jen konfliktoj ne kompromisiReblaj・ 
La traduko havas vere mirinde bonan 
internacian stilon, kiu ebligas eĉ 
alilandajn legantojn plene ĝui la 
originalan intereson.
★基本エスベラント講義,京都龜岡町第 

二天聲社エスペラント普及會編，1931, 
15 X 22 cm., p. 47;定價20錢,郵稅2錢① 

二十課よリ成!）各課先づ單語，文章に 

依りて準備をなし,文住を講じたるもの 

で初學者向の簡單にして要領を得たる講 

義である。

★Fundamenta Kursolibro, de la 
1.i. Esperanto,（基本エスペラント敎科 

書）;京都府龜岡町エスペラント普及會 

編,1931;12x 18 cm., p. 40;定｛賈 25 
錢，郵稅2錢。

初等讀本で外或語の素養なき邦人向の 

讀本甚だ妙き今口まことに矽重すべき非 

である。年中エスペラントを口にして居 

sendk., 定價一圓, 郵稅六錢。 らるゝ大本エスペラント同人の編輯であ
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るだけ實際に卽したきのきいた讀本であ 

る〇

★プロレタリアエスペラント講座，第六 

卷，鐵塔書院發行,1931; 13X19 cm., p. 
230;定價80錢。

第五卷よbも更にむつかしい詩文二十 

篇を印刷した'けで一語の註,一行の解 

を附せず，以て『講座Jと稱してabonas 
tojに賣りっけんとするもの。編輯者の 

不精不親切撕まれりと云ふべし。吾人が 

本誌昨年二月號に於て獻げたる讃隣とハ 

月號にて呈したる苦言とを再誼三考して 

編者はよろしくダラ幹流指導方針を改め 

よ。匚小坂〕

★Fundamento de Animo, de 
Onisabro Deguĉi, eid, 〇omoto-Propa- 
ganda Oficejo,京都府龜岡町,1931;
12.5x18 cm., p. 45:定價 30 錢,郵稅 2 
錢。

La ĉefo de Oomotismo, nova religio 
nun bone konata inter alilandanoj 
nur dank' al Esperanto, klarigas pri 
la homa spirito, postmorta vivo kaj 
spirita mondo.

出口王仁三郞氏靈界物語の附錄として 

執筆される靈界に對すら大本敎の見解。 

★Krujok Esperanto （Esperanto- 
Rondeto）, Parto U • por gvidanto de 
rondeto, de S. Rublev, eid. SEU, 3-a 
eid. 1931; 18x24 cm., p. 30; prez. 25 
kop.

门シャ人の爲めの講習用書Espe- 
ranto-Rondetoの敎師用書〇卷首に敎授 

注意事項を述べ,各課にわたり說明を附 

す。

★工久ペラント日記,1932,日本エスペ 

ラント會發行,1931;9x15 cm.,定價50 
錢，郵稅4錢。

Esp.日記は英國協會が極めて小さな 

poŝkalendaro を，Heroldo がその廣告 

兼用でmurkalendaro（掛け曆）を出した 

位のものでエス語日記帳は世界廣しと雖 

も本日記が最初のものであらう。何しろ 

ロ記は其年限りのもので,本邦エス界現 

狀では千部を賁る事は中々困難であらう 

から犠牲的の出版をしても高價なものに 

なるので發行し兼ねる次第であるが,今 

日本エス會發行の□記を手にして今更乍 

ら會長梶氏の頭のよさに感心した。何等 

日1#等の刷込みのない霽紙を綴じたもの 

で表裝は同會特殊のこっだもの。窘紙の 

枚數は數へてみぬからわからぬがー頁ニ 

日分で勿論三百六七十日分はあることな 

るべく，Iしつ仆J月仆J日からでも言已し始め 

られ，それも何も今年に限ったことはな 

いと云ふ便利極まるものである。嘗て本 

學會が年鑑に揭げたるものとよく似たる 

年表等を附し,且つ『大懸賞，附錄十五 

項つき』。（小坂）

【38頁より續く】

た——ここで文章でわとてもそのあ!）さ 

まを說明できないが——そしてabsolute 
seneraraなもの〇完全に個性的で,おそ 

らく誰にも眞似ができまい。

女の方わ敬遠しておく。

最後にいまなほ耳の底に殘っているの 

わなくなられた松崎克己君のあのなだら 

かな,自然的な調子である。



62

紡
科学

小野田幸雄

i
原子の波動性 

elektrono 遼子 

ondo^dinamiko 波 

動力學（シュレ 

ーディンカ・一の

-創設した力學《8 
系でハイセンベ 

,レクの昴子力學 

kvanto'dinamiko 
ミ共に現代原子 

構造研究上に於 

ける一大武器で 

ある

protono陽子,原子 

核

hidrogeno 水素 

kristaffaco 結晶面 

fluor'fitio 弗化号 

チェーム 

reflekti反射する 

ondolongeco 波長 

atoma ordo 療子 

排列 

原子振動ま記 

する音樂

gasoleno力・ソリ ン 

kordo 絃 

ratio 比 

molekulo 分子 

Raman spektro ラ 

マンスペクトル 

jazorkestro ジ ャズ 

オーケストラ 

metif alkoholo メ チ 

ールアルコール 

孤『alkoholoエチ

-—Fレアルコーノレ

人工的極光 

nitrogeno 窒素 

sparkado 放盟 

bofacido^silicia 
vitro硼酸硅素 

硝子

Scienca Kroniko
J. Onoda

Ondeco de atomoj

Estas jam provite de multefojaj eksperimentoj, ke ni 
povas atribui al elektronoj la ondecon laŭ lastatempa 
ondodinamiko. La ondecon povas havi ne nur la elektrono, 
sed ankaŭ kaj la protono kaj la atomo kaj aliaj ĝeneralaj 
objektoj. D-ro Thomas H. Johnson ĉe Franklin Instituto 
en Usono ĵetis fluon de hidrogenaj atomoj al kristalfaco 
el fluorlitio, observis la reflektiĝintajn atomojn, kaj studis 
rilaton inter ondolongeco de F atomo kaj stato de F atoma 
ordo sur kristalfaco.

Muziko rekordanta atomoscilon

Laŭ la anonco de la gazeto "Science , D-ro Donald H・ 
Andrews ĉe Johns Hopkins Universitato rekordis muzikan 
oscilon de ĥemiaj materioj: alkoholo, akvo, gasoleno k. cリ 

kaj plue li eĉ ludis sur fortepiano. Li faris kordon, kiu 
precize prezentas ration de atomoscilo en la molekulo» 
eltrovitan en Raman-spektro de lumo: ekzemple por 
alkoholo ekzistas sep akordaj sonoj. D-ro Andrews diras 
ke li povas verki "ĥemian operon" per tiu hernia 
kordo • Laŭ li gasoleno sonas kiel iu jazorkestro, pro 
malakorda kuniĝo de multaj senrilataj tonoj, kaj metil
alkoholo havas akran krudan sonon diference de etil 
alkoholo, kaj akvo eligas misteran nedolĉan, sed agrablan 
sonon. Cu ne estas tre interesege ?

Artefarita aŭroro

Oni scias bone, ke en la spektro de aŭroro aperas 
ruĝa kaj verda speciala radio. Kaj oni ofte imagis tiun 
originon, ke ĝi devenus de nitrogeno pro sparkado sur la 
cielo pli ol100 mejlojn alta. En proksima tempo, D-ro 
Joseph Kaplan, ĉe Universitato de Kalifornio en Los 
Angeles, elaerigis tubon el boracidosilicia vitro ĝis fariĝis 
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milionono da atmosfera premo, kaj sparkis sub 25000 voltoj 
dum kelkaj semajnoj. Ĉar pro tio malmulte restinta 
nitrofeno kaj oksigeno preskaŭ malaperis, li enirigis ilin 
de ekstero・ En la fino de tiu ĉi eksperimento li povis krei 
ruĝetan aŭroron. Oni pensas, ke Ia kaŭzo de malsukceso 
en ĝisnunaj samaj eksperimentoj kredeble kuŝus en influo 
de vitrotubo.

Nova Kometo Eltrovita

En la lasta jaro nova kometo estas eltrovita de amatora 
astronomo, S-ro Nagata, dume nun alia nova kometo estas 
eltrovita de angla amatora astronomo, S-ro Pery Magow 
Ryves, kiu loĝas ĉe Zarsgoza en Hispanujo. Laŭ la observo 
de Prof. Van Biesbroek ĉe Yerkes astrobservejo, la pozicio 
de la kometo estis 8h 4,n 32•が en ekvatora longitudo, 22° 
24z 46〃 en ekvatora latitudo norden : " Kankro ハ,kaj leviĝis | 
je 1.5 horoj maksimume antaŭ sunleviĝo. Fotografi ĝin 
estas malfacile pro neeblo de longatempa ekspono, tamen 
la grandeco estas preskaŭ 4-grada, kaj tiu estas bone 
videbla nudokule. Oni povis vidi eĉ en la tago la kometon 
Skjellerup, kiu aperis en decembro de 1927, sed tiu ĉi 
kometo Ryves estas la plej hela el la sekvantaj. Kaj laŭ 
la kalkulo de S-ro L. E. Cuningham ĉe astrobservejo en 
kolegio Harvard, ĝi atingis perihelion en la 25-a de 
aŭgusto. Vere la brileco pligrandiĝas venussimile, kaj eĉ 
en la tago oni povis klare vidi maldekstre malsupre de la 
suno.

Cu Vere la Universo Pligrandiĝas?

Ĉe la astrobservejo de Monro Wilson, S-ro Milton L・ 
Humson fotografis spektron de la plej malforte brilanta 
nebulozo, kiun antaŭe eltrovis S-ro William H. Christie ĉe 
la observejo per granda teleskopo cent-cola; kaj li trovis, 
ke la spektraj linioj videble ŝanĝas siajn poziciojn al ruĝa. 
Se oni klarigas grandecon de la ŝanĝo, ke ĝi devenas de 
la nebulozo malproksimiĝanta for de Ia tero, tiu rapido

voltoポルト

oksigeno 酸素

新彗星の發見 

amatora astronomo 

素人天文家 

astr\bserv?ejo 天 

文臺

ekvatora longitudo 

赤經

ekvatora latitudo 

赤緯

參考:

ekvatoro 赤道 

longitudo 經度 

latifudo 緯度

Kankroかに座（星

座名）

ekspono 露出

4-grada四等星 

Perihelio近日點 

venus^simile 金星 

の樣に

宇宙は果して擴大 

しつ、あるか 

nebulozo 星座 

la spektraj linioj 

videble ••スペ 

クトル線が目立 

って赤の方へ變 

位する
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radiala rapido 視

線速度

cent dudek milionaj 

lumjaroj 一億ニ 

千萬光年

kurbeco 曲率 

tridimensia sfero

三次元球

粉の大いさを

定める方法

diametro 直徑 

du^umVadiko 平方

根

produto 乘績

rapido速度（物理

學上に於けち） 

rapid eco 速さ 

Stokes'a formulo 

ストークスの公

式

KĜlĉi Kasai 笠井

康一

mikfero微粒子

elipsrsolido 橢圓ffi} 

relativa surfaca

areo相對的表面

積

absorbo 吸着 

korodi腐蝕さす

vere estas 11000 mejloj ĉiusekunde, kaj ĝi estas pli granda 
je 60 % ol iu ajn sama radiala rapido observita ĝisnune. 
Ĉar la distanco al la nebulozo estas kalkulita je preskaŭ 
cent dudek milionaj lumjaroj, ni ne povas tuj fidi, ke tiu 
kuras al la ekstremo de la universo kun tiel mirinda 
rapideco. Kvankam lastatempe ĵurnalo en nia lando 
anoncis, ke tiu fenomeno montras al ni inklinon de pli
grandiĝo de la universo, tamen nuntempe ni devas solvi 
prefere per la teorio pri la universo de Prof. Einstein. Laŭ 
la profesoro la universa spaco havas kurbecon kiel tridi
mensia sfero, kaj tial la spektraj linioj ŝanĝas siajn 
poziciojn al ruĝa parto en la lumo elveninta de nebulozo 
malproksima kiel ni supre skribis.

Metodo Determini Grandecon de Faruno

Sciiĝi grandecon de faruna grajno estas necese por 
industrio kaj scienco, tamen ankoraŭ ne estas decidite, 
kiel oni difinas ĝin. Multe ekzistas da similaj pensoj: iu 
difinas ĝin per diametro sub mikroskopo, iu per duum- 
radiko de produto de vasteco kaj longeco sub mikroskopo, 
iu enkondukas plue eĉ alteco n. Kaj ankaŭ ekzistas jena 
metodo, ke unue oni observas rapidon de faruno falanta 
en fluidaĵon, kaj due kalkulas per Stokes'a formulo pri 
falrapido. En proksima tempo S-ro Kdiĉi Kasai mikroskope 
mezuris diametron kaj projekcian areon, ankaŭ surfacan 
areon, kaj elkalkulis la grandecon kun supozo, ke mikrero 
havas elipssolidon. Kiam ero estas kruda, mezurado de 
surfaca areo estas sukcesita per metodo de solvado en 
fluorhidrogeno; kaj relativa surfaca areo de tre malgranda 
mikrero ja per la metodo de alsorb〇. Por havi precizan 
valoron ni devas pensi pri malmultiĝo de korodiĝinta 
surfaco, kiam oni korodas ĝin en fluorhidrogen〇. Tiel 
mezur让a grandeco de faruno estas preskaŭ sama al tiu 
mezurita per Stokes'a formulo.
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DU KRIPLULOJ
Kiogeno (Farso) esperantigita kaj prezentita de studentoj-esperantistoj 

ĉe la 19-a Kongreso de Japanaj Esperantistoj.
C. Takaiŝi.

(Daŭrigo)
L・ーHe, vi deklamos por mi el Hamleto ? Bonege ! nu deklamu.
K. —Sed： ĉar vi estas surda, ankaŭ mi kiel signale levos mian manon 

ĉe la fino. Tiam vi aplaŭdu.
L. —Do, vi la manon levos ?
K. —Jes, mi levos. •
L. —Do, mi tiam aplaŭdos, nu dekla muf
K. ——Bone, nu mi ekdeklamos・ (Solene ekdeklamas kun ritmo.)

Ho, kial ne pereas la surdulo, 
Ne dissolviĝas kiel ros，sur herbo 1 
Ho, lin insulti al mi vi permesu, 
La plejpotenca Dio mia granda! 
Ho, kiel bestaj kaj abomenindaj 
Aperas ĉiuj agoj de li surda I 
Timema, sed malica viro! 
Malsaĝa stultulo fia !
Azeno ! Via nomJ estas : surdulo !

(Dum la deklamado^ L・ antaŭe, observante la bus movoj n de K>, vane 
penas kompreni lin, sed poste, tion rezigninte gapas stulte. Nun fininte 
deklami, K. levas la manon.)

L. (Aplaŭdante)—Bone, bone, kiel amuze vi deklamas !
K. (Jam ne povante subpremi ridon)—Hahahaha …• malfeliĉa surdulo 

neniom scias, kc li estis insultata • • • hHhahnhaha •…！ Kaj tiele ĝojegas, 
hahabahahahaha . . • amuze •…hahahaha • • • !

L. (Ofendite)——Ila, ankaŭ ĉi-foje li ridega ĉas. Hm, do, li eble min 
insultis dum la deklamado. Denove mi dankos lim (Al K.) He, Kuiĉi ! 
Tre amuz3 mi ĝuis la strofon el Hamleto. Mi volas ankoraŭfge por vi 
danci.

K. —Ha, vi ankoraŭfoje dancos ?
L. — Jes, mi dancos.
K.一Bone, dancu I
L・ーしa signalo estos kiel antaŭe; t. et mi mantuŝos viau vizaĝon.
K. 一Bone, tuŝu mian vizaĝon, tiam mi aplaŭdos^
L. (Ek lancas)—

Fremdan homon mi renkontis
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Belan lingvon paroladantan；
Verdan stelon brustpor 
Fremdan homon mi renkontis !
Scivoleme mi demandis :
Kian nomon do vi havas ?
Kian lingvon vi parolas ? 
Scivoleme mi demandis>
Gaje milde li respondis : 
Esperanto mi min nomas ; 
Esperanton mi parolas. 
Gaje milde li respondis. 
Fremdan homon mi renkontis
Belan lingvon paroladan tniリ 
Verdan stelon brustportantan. 
Fremdan homon mi renkontis.

(Dum la dancado, L. agas kiel antaŭe, kaj K. sinpreparante por io 
atendas. Nun, fininte danci, L. tuŝas blindulan vizaĝon per la piedoj

K. 一Nu, vidu ! (K aptas al li la piedo】ち kaj lin ĉirkaŭ tremis.) Bone,
bone, kici amuze vi dancas ! •

Ij 一Aj, aj, aj, kion vi faras ? aj, aj, aj, aj ... !
K<—Al vi malbonuloフ mi tiamaniere dankas . . . ! (Faligas lin.)
L. —Bjndnlaca ! Vidu, ankan mi vin dankas. (Palpantnn lin kaptas 

ĉe V piedo, k aj lin cirkan trenas.)
K. ——Aj, aj, aj, kion vi faras ? aj, aj, aj...!
L. 一 Jen ! (Un faligas, kaj rigardante) Hahahaha.........Adiaŭ !

(Foriras.)
K・(Palpe postkurante)—He-ej ! ĉu estas dece tiel min blindulon 

trakti ? II可,atendu, atendu, < - • atendu； hc-cj atendu ! (La Fino)

洋書値上•急吿

金再禁輸に伴ひ本邦圓貨暴落ヽマルク七十五錢ゝ佛或フラン十二錢餘、 

スヰスフラン六十錢替へと云ふ有樣で、新圖書目錄に見らるゝ如く輸入洋 

書の大部分は値上げの止むなきに至!）ました。然し本號に廣告所揭の圖書 

は在庫がありますのでヽ當分の中本曾々員に限り舊定價を以てお需めに應 

じることにいたし玄した。
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存注- 
いrへ麟執

K R 〇? bf |7k 〇^

小野!fl幸雄

世界のエス語熱
★スペイン文部大臣 Marcelino Domingo 
氏わ此の度エス語自山講座開講の爲.スベイ 

ンエフ、ペラント學會に50,000リラの 補助金 

花出すべく喙算を立て、其の事な議員でわり 

豫算編成委員でわり、且つ吾等の同志の一人 

なみFrancisco Azoiln氏に固く約し了: 〇此 

の金に依りてスペインエス學會わBarcelona, 
Gerona, Palma de Mallorca, Zaragoza, Vai- 
encia, C6rdoba, Sevilla, Madrid, Bilbao, Gij6n, 
Ferri, Badujoz及Orenseの十三都市|こ公立 

エス語自由大學を設ける事になるのでわる。 

學侪わ亦此の各講座に對しヽエス語修了の折、 

會話の成績優芳の若二名宛な選び、パリーに 

開からべき萬國人會え參!mさすこのプレミア 

ムを附けていろ。

Bilbao 當地の會でわ去年の十二爪創立 

第二十五週年記念會が開かれた。又講習にわ 

多くの聽講袴わり活氣漲ろ。無料講習の舊慣 

ん廳し小額の會?5を徵收すみ爭にし讥爲皆非 

常に熱心でおる。

・チェツコスロヴァキアPraka エス聯盟 

Verda Stelo でわ、Ilebbelの悲劇”ゝムria 
]Magda!ena'' Goethe の „ La «oferoj de 1' 
juna Wertĥer "等の飜澤啟 して有名な聯33. 
長A. Biscbitzk y博士の滿6u谡祝賀會を催した 

★ハンガリーBudapest 12J] 6 H Scherer 氏 

來“ 同夜直ちにContin ntniホテルに於て 

講演會が開かれた。習.7 Uの晚わ銀行員の會 

合で疝語に依り.8 HにわII】ぢの會でエス 

詔に依り講演す。

★ブルガリアPlovdiv冬季大器わやがて會 

話の練習に入らん芒し、初學若の爲の講習も 

間も無く開かれんざしている。

★ユーゴースラヴィアZagreb 去一年のKra
kovo の犬會中、エスベランティスト學生クラ 

ブわ19娜年に於ける械!際學生團の中心ミ名 

付けられ了:。當クラブわ今や大活動の期に入 

りつ、あち。Zagreba放送局でわVラブ員に 

對し每月十四uに、エス語に依ち.又わエス 

語に關マち講演の放送を許可し了:。

Jesenice當地の會でわ活動寫®I.館„Radiov 
に繼緒的のエス語宣傳廣告なす。

★ギリシア Ateno PTT の ĝenerala direkcio 
/決定に依れば・かの有名なStamatiadis博 

士わPTT 0公氏學校に於て講習開講この事。 

11月22 0.獨逸人クラブ„ Philadelphia "に 

於て !Telena Esp,-Asocio 及 Helena Virina 
K>p.-Ligo主催の無踏停催され大盛會であっ 

/2〇又阈內の新聞わエス語に關心を持ち始め 

r：〇其の一つの現われごして、最も多くの證 

者を有する „Eleutheros Anthroposĵ,わ11月 

】6日附けの紙面に„ Esperanto en Grekujo " 
なみ見出しの下に長文が1のされたC

★エジプトFgyoiini 新たなgrupo ,J川fra
teco pが設けられた。當會わ亦無料夜間講習 

及全エジプト並びにアラビア各地む連Qみ通 

信講習網の實現を期す。そして後者卽ち通信 

講習わ己に開始されていみ。

★才—ストリアWienヽVicaエス會でわ本年 

1JĴ2Jロより3丿]20日迄Ĉe-kursoな開くべく 

Momriu夫妻ざ契約な結んだ。

★ドイツHeidetbergエス語熱わ次第に高ま 

りつ、める。若い平和論者の團鵲でわゝ匚 

Braun氏擂導の下に講習開かれ、又個人的の 

會ざしてわ „Intelektula rondo espei:mtista,r 
あり。何れも會員わ少數だが熱度わそれに反 

比例している。

Chemnitz 立錐の餘地I無くぎっしりこ詰 

った高等公氏學校の大廣間にMorariu氏夬妻 

わ驚くべ孑熱心さを以って己が祖國.スイス 

ざルーマニアに就いて數萬言を述べ九。暴風 

の如る拉手わ彼をしてエス語敎育界の王者た 

ちの地位张感ぜしめた。

Ddbeln當地に於てもMorariu氏の人氣わ 

大したもの。活動寫眞•館” C. ntral Theater ,r 
に於て幻燈な用いてスイスの物語。司會者 

Schmidt氏.獨語に譯す。集まち者睨2名。

Kdln同志Rausch氏無職者の講習を開< 〇

Bochum-Langendreer 當市の當局わ靑年會 

館の無料部虽な、無職者の爲の無料講習にち 

てみべく貸與しr:〇そ二で每週二回の講習。 

50名の聽褥者わ熱心にHciner Zanders氏の 

指導を受けている。

Frankfurt a M.多くの講習開かれ活氣旺溢。
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★英國 Southend-on-Sea11月13日大盛會な 

會合が行われた。それ4二わ日本からの川原氏 

が出席し.今の、又昔の日本に關して興趣朶 

い話かされ'T:。
London】1月20ロ E・ヽV・Outen氏わ數人 

の人さ蓄音機この助け花借りMendelssohnの 

咅樂に就いて一場の講演をいこ。Sturmer氏 

わ11月24日.特に英國以外の國に關すみ殖民 

地組織に就き話した。又しong氏わ12月4|] 
「太陽ミ遊星」ざ/して物語ら處あった。事程 

さ樣に當地に於けみエス語熱わ盛んでおる。 

★ベルギー Jette 11J]19Q%折疊式がート 

で世畀めぐりもしている獨逸の同志Schmidt 
氏來り・市公開堂の人ホールに於て幻燈か用 

いての大講演會わり。聽集3J0人以上。

★スエーデンUplanda distrikto 講習わl；p・ 
sala I:於て15名・Viingeに於て16名.

Funboに於て站名の聽講者な有I盛人。何 

れも講師わTun6n氏、为法わĈe-metodo. 
此の他Tierp及Orbyhusの町にI講習開か 

れ、次第に綠色濃くなってくろ。

Malmberget 11月1日より しaborista Kle
riga Asocioの五つの團開わエス語の硏究か始 

めた。初學者の爲の組わ午前及夜の二部に分 

たれメンパー締めて約80名・中等程度の者の 

爲の組も、朝晚の二部に分7:れメンバー締め 

て約65名。其の他當地の視學部でわ公氏學校 

の最終の級の爲前名の男女生徒より成る講習 

を開いた。此の講習の始めに总りN. Buus氏 

わ「現代ざエスベラント」®して放送講演 

を行ったのであろ。

* ノルウェー Kongsberg Arno Arnessen わ 

丄1月7 口、學校”Vestsiden"に於てエス語 

に關L講演す。70名の聽講苕中半數わ敎師で 

むった。其の中にわ又視學の顔し見＜T：n
Oslo 12月1日Eep・istaクラブでわ/レー 

マニアの夕べが催された。 幻燈.講演、詩の 

朗報及民謠あり。約S5名の冬传者あり.ルー 

卞ニア副領事し出席された。

Trondhjem 11月16[] Katedral Skole の大 

講堂に於て誘哲生募集のタ了を行う。參會者 

400名以上。D-ro Fischer, Ĉe-metodo の見本 

な示すcそ二でたちまち120名の會員も得た。 

英の中にわ加名の男女敎師.3名の敎授.4 
名の新聞記者.及其他の多くの男女學生があ 

ろ。餘りに會員が多過ぎらが為二組に分けて 

平行に敎授せね戊ならなかつ仁。11月30日に 

は中立及勞働?Jの二つのgrupoが再び建てら 

れT:〇 tt!わ此の北の都の古い先驢者しovli 
氏の切り盛りの扫隆でわる。

諸君の支持を待つ
去年の始め・獨逸Mainzに萬國兒童敎育 

法に關する協會が出來.其の中にわ世界各國 

に於ける敎育に關する總®ち物が陳列まれて 

おる。已に60の部室が準備されていみが、猶 

近い中に1〇〇室增すざの事でおる。處が此處 

にエス語運動にごり爾大な事が起った.さ云 

ふのわ此の協會內に特別にエス語部が設けら 

れ沢のでめ“大國際兒童敎育協會(granda 
intarnacia petagogia instituto) にわエスベラ 

ント學校に關すみ萬般の事が示されろ事が先 

づ何よりも必要である。そこで西南瑞逸エス 

ペラント聯盟わ.エス語部に陳列すべま材料 

編纂の件も協會の理事から委任され.今や全 

世界のエス語團協に手紙を送り材料寄贈な願 

っていろ。

吾々わ此の部屋花服わすべく最新刊の雜誌 

エス語讀本、エス語辭典等の送附及エス語書 

箱の出版所所在地の報告等をすろ義務がめる 

此の協會にわ獨逸及他國各地の敎育家炉訪れ 

ちので、吾々の出版物が此處に陳列される事 

わ廣告的價値から云ってし效果100%过云う 

譯だ〇 宛名わ Sud・0kcidcntgcnn3M Espe
ranto-Ligo, Germanujo, ヽ、iesbaden, Walk・ 
miihlstr. 25.

エスペラント百科全書
最近に至って.我がエスベラント出版界" 

種々の重要なエス書も刊行して來たC日く. 

P. Stoj an の Bibliografio,日 く、Plena Vor
taro de Esperanto,日 く、Originala Verkaro 
de Zamenhof,日 く、En Okcidento Nenio 
Nova,等々、エス語が如何ばかり進歩發逹し 

たものでおみかん示すに足る立派な書物を提 

供したのでわった。然ろに今又吾等エスペラ 

ンティストにざり必要缺くべからざろEspe
ranto -enci kloped io刊行の報が 傳丈られた事 

わ吾等の人なろ喜ぴざすろ處であらりばなら 

JOo其の中に(二運動.歷史、文學、宜傅、捋 

洱者等エスペラントに關すろ總ゆみ事項が藏 

されている过の事。此の大著わロシアのT. 
Ŝirjaev氏の原稿を基底ざL、それむV. Blei- 
er, K. Kalocsav, L. Kokdny の諸氏が編輯し 

ているのである。然し此の事業たちゃ決して 

數名の人間のよくし得べき事でわない。此の 

書物をして名著了:らしめみも駄著たらしむみ 

もー I:懸って大衆の支持如何に存する。同志 

よ.意見あらば述べよ.記甜あらぱ送れ、宛 

名・Literatura Mondo, Budapest IX, Mes- 
teru. 53. V. 7. por Enciklopedio.
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★締切わ每月十五日。★報道わ廿字詰原稿用 

紙F1本語にて橋書き廿行以內。★封筒にわ內 

地報逍ミ明記の事。★寫说返送希望の向わ舔 

め返送料同封の事（なちべく寄昭されア:い）。 

★地方會の設立わ五名以上の支持者を要す。 

★「會貝の聲」投稿わ二百字以內。

編者羞木淸彥

72-a Datreveno de Zamenhof-Nasko
—各地ザメンホフ祭—

すべてのエスペランチストに垠も重大む意義な持つザメンホフ祭わ12月帖日ザ博上の誕 

生日前後を期して全世界到み處・その都市なちご僻村なろざな問わず等しく同志相集い共に共 

にザ博士の隆誕务壽ぐの口である。二の口或わ燭光燦然了:ち人廣間に綠星旗も張り圍りしザ帽 

士の肖像を揭げ.或わ古りたろ爐邊に僅加數人がエスペー ロに始まりザメンホフを追憶し人類 

の爲に新たなら約束Viしタギーチヨに結ぶその様式わ千差萬別でわfeo/:〇此の全世界を蔽 

う國際的大連鎖の輝やかしき祝典よ.年々人類ミ共に榮光あれ。

三放送局の奉仕

★JOHK仙臺、15H19時30分「國際語エスベ 

ラントの使命ミ本質」松隈武彥氏。

★JODK京城w15019時30分「ザメンホフ祭 

にあたりて」大山時雄氏。

★ JFAK臺北.15 019時より25分「エスペヲ

ントに就いて」甲斐三郞氏。エス語ラジオド 

ラマ「サロメ・第五場」安田勇吉氏指揮.臺 

北エス會々員。

〔束京〕成蹊エス會 17 H1711$ X 
り人久保にて第二回成蹊エス會ザ

祭に併せて忘年會を催す。尋常科よりL多數 

参加し、20餘名出席。先輩岩下氏のZ.の逸 

話數篇。守隨氏國際語の發展史。三上先生. 

菅野■川俣・小此木諸先輩の穫々の觀點より 

見たZ・につd話し・終って忘年會に移り21 

時散會。

★横商エス會 學生esp-istoの少い橫濱でわ 

「橫商エス會」わ富地エス語運動にごって力强 

い存在でわる。局校でわ21日の試驗明けをト 

して.高村氏な中心に中堅學生】5名程會し 

Z.祭擧行。學生さしてのエス語硏究法及び 

その宜傅方法等につき熱心に考究。

—苫小牧エス會帖口19時より富士 
北;母遵關金堂にて開催。門脇氏司會にて 

西村氏わザ阳士傳に併ごてエス語の曹及史を 

述7渡部氏わかねて往訪ぜあ北采エス運動 

の現狀を語る。終って苫小牧エス會の組織化 

を議し講習會の打合せなビ。

★小梅エス會 18 H19時30分より稻穗町第十 

五部菊屋にて催 い:。當日わ近來にない極寒 

にI拘らず秤すL Iの20餘名に及びなごやか・

にータを綠の雰圍氣にひたり23時散會。

東北
弘前エス會15H18iFJXり土手町 

開雲堂茶寮にて開催した5人の同

志が集會して.ザメソホフ傳を誼み今後の活 

動も約して記念撮影。

★秋田:橫手エス會21n18時より橫手圖書 

舘で開催、會場にわエス語圖書360餘種及び 

其他を陳列して一般の觀覽に供した。中田幹 

事わ„ Bibliografio de Z uを朗讀和譯し、座 

談會にてわ機關紙Burĝonoの編輯方法等に 

つき協議し23時すぎ散會した。

★仙妾エス葩 !3H13時より政岡屋に開催出 

席35名あり各方面の挨拶、視辭に次ぎ演說餘 

興・福引むざめり17時半すぎ散會。
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〔苫小牧エス曾のザメンホフ祭〕 〔秋田縣橫手エス會のザメンホフ祭;）

ュ鬲富山エス會"ロ夜松け食堂にて 

甲旬"Z・祭、しibrofesto,會旗樹立祝賀 

會.機關紙，,Lj Spron〇“發刊祝賀會等を兼 

ねて催し了:。犬暴風雨にも拘らず會マみもの 

十數名。 2
★長野エス鑫 翁町長野クラブ支店に於て15 
日】8皓30分より開催.24名參加。梶間會長の 

開會■の辭に始まり、令唱.感想談等あり愉快 

にータを過して勿時30分散會。

★名古屋1&H13陆半より80餘名の出席者に 

より菊i愛知講堂にて開催された。名古掾に於 

けち各エス團縊代表の挨拶、醫火エス會の寸 

劇わ腹の皮をよらせカンパラー ノ II君の「太 

郞の演說」わ正に201比紀の奇蹟も思わしめ7:。
★新潟:北越エス會17時より聖心學圃に 

て、會するもの16名。久保氏立ってザ博士の 

憫みおき生涯を述べ多大の感銘を出席者に與 

う。茶菜に時む過—敎授法につき協議す。

歼缭大阪エス僉151119時より住友ク 

生一85」ラブにて〇,,ヾi" de乙''の一笳

朗讀 山中氏、fub la VerdaStan- 
如d〇”朗讀——進藤氏、,,Z.ミ佛文學“川 

崎氏、Rakonto „ Tamen ĝi moviĝasn 松本 

氏、「大阪エス運動追憶」相坂氏.等々。

★京都エス聯盟總會15H19時よりスター食 

堂にて。出席30名。種々Z,に關する話あり。 

★普及童綾部支部 日、Parolado, kanto,
danco等がめり餘興に歌劇「女王の當惑」二 

慕、及び「Superpacio」ニ幕の上演があつ7:〇 

★神戸エス協會峙£〇分より開催。參 

加者26人.前田氏司會にて會の經過報告、月 

本氏のZ.に關すら演就、出席者有志の餘興、 

かくし藝なざあり21時30分閉會。

四
高知工スクラブ5 □夜カフヱー 

ブラジルで國際語誕生記念口を祝

う小宴も張り、15日わ岡田氏方に記念茶話會 

か開いてザ阳士のニミ、エス語の二さを話し 

新7:な活動な約束した。

.,,,福岡エス會15 口19時より西中 
_J11.州、水上閣に於て.あいにくさ大 

雨にて存するもの例年に比し少なく 口名、然 

し皆翻志滿々たる者ばかりで氣溜萬丈。 

★田川エス會 !3|ĴI3時より田川高女にて開 

會。學術講演會、協議會の後親睦茶話會な催 

し樂I く牛Hを過し17峙閉會。

★筑霞エス聯盟1釘Iザ祭な兼门て第一冋大 

會な催す。學術講演わ山本氏の鄕土科學ミ工 

ス語.H高氏の人間道ビエス誌の二つ。

★大分ヽ别府エス會 "[1タ、大分市住吉樓 

で記念晚聲會み開催ゝ集ろ同好者20餘名、晚 

餐後「ザメンホフ博士について」の麻生氏の話 

がわり竹崎敎諭の「皿ヾ咖」の詩の解說あ 

り餘興卜六ミリ映畫、福引尊あり22時半散會。 

★長嗒エスクラブ13 |]14時より三菱俱喋部 

にてエス語演說人會を催し、パザー式によみ 

宴會を開き17時よりザ祭に移る。「ザ阳士の 

頌辭」淺田、高原.植田の三氏、各代表の挨 

拶.餘興にわ舞踊・手品、合奏.上演劇にわ 

”Per Kio Homoj Vivasu （エス語）「父歸 

ろ」「ルンペン地藏」（口本語）等めり。

好:・律〔京城〕朝鮮エス聯盟 陀119峙 
№5*! より金谷園に於て開催て。

★畏春エス會】3口13待より高等女辱校地歷 

敎室.:て開催し7:。時局の關係で出席者も少 

なくさみい、しのであったが何れも沆劍に語 

り合ひ向後の努力を誓い夕刻散會し了:。

★〔甞北〕麝建エス學會15日19時より稻江 

義熟に於てザ祭な兼ĥて總會も開催.規約改 

正.委員選暑!（他新春より爲すべ｝事項等を 

議決しt:〇 ^

★臺北エス會 新离喫茶店樓上に集りJFAK 
を通じての「エスペラントのタ」な聽キゝ出 

演者の到來を待ってverda atmosferoの裡;二 

ザ博士を憶い印象深きータな送つ了:。
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Zamenhof Tago en Beppu? Oila,
15-an, Dee.-31

Festo por Zamenhof-Nasko en
Coŝun,13 an, Dec.-3I

井上萬壽藏氏の外遊を 

見送る

〔東京:)當學會監專、鐵道省事務R井上萬 

壽藏氏わ去る叱月!VH12時30分東京發にて 

橫濱に向い16時出帆の淺間丸にて米風へ外遊 

の第亠歩む踏まれむ。ニれより先東京驛でわ 

小坂氏をはじめ學會の理事.評議R諸氏、都 

下に於ける多數の同志、及ぴ鐵道エフ' 角々員 

十數名わ見送り人の押し合うホームで氏か綠 

星旗を以って圍み【エスペー ロ」の令唱で途 

出を祝う。更に有志十數名わ權濱隼疲まで見 

送り、橫濱エス會の同志や平塚の淸水勝难氏 

も加わり「エスペーロ」を數冋合唱して氏の 

前途を祝福する。

★學會例會 匹月30日納會、1月2日臨峙初 

顏合せ會、出席二十名〇 EsperoやPrivatの 

„ Linguaphone "レコードを聽き、唱歌の合 

唱、雜談で愉快に一晚遊ん仁.然し早く しA 
日より仕新用書ザ讀本の輪講硏究に入った。 

茶話會は例により唱歌の練習むビで大に賑フ 

てゐる。

權洁］神奈川縣聯盟月例會!2月20 H 
,更空!側より淼水キャンデーにて。淸 

水、林・松葉諸氏の出席花見むかったのわ:殘 

念であったが、それでも會すみもの40名に逹 

し頗ろ盛會・〇束京よりF-ino Alezandcr出 

席 n Bahaa Movado kaj Esperanto "につき 

席演。

★Verda Jupitero 每週木嘰口(19h.-21h.)有 

隣堂食堂にて會合。/近新い、同志むご加わ 

り勢花得て來た。

j仙苍［★!!月23日初等講習生な迎龙匕口 
し!山!®」セにて親睦會開催。21名出席。和 

氣お々の中に閉會。

★おIJタ來仙中の櫻田一郎氏歡迎仟な匕口セ 

にて開く。出席者SES會員12名。

軸力ロ」月91』代辻和氏方で弟四回硏究會 
聂 貝丨ん開催。朝來の惡天候ご雪のため 

豫定より集會者少く 7名集合Espero, Tagiĝo 
を合唱!/愉快な一俊を過す。次回にわ美しい 

samideanmoj 2名が參加する筈。

j新潟］
北越エス會1月8口靑柳喫茶占に 

て新年の會を開いた。大學の同志

ご共に會するものツ名、規則の一就改正後直 

ちに雜談に移り將來R. 〇.えの購讀者も增す 

ように努力を聲明した。

阪
大阪エス會】月inio中等講習開 

始、受講者!5名。講師山中、奥

村。週二回月木十週間。川書エス講習書後篇 

其他 presaĵo.
★1月1ヨ日、初例曲。出席者25名。各出席者 

の年頭所感並にparoleto.川崎氏 Wiiater著 

書中の一節「東洋!二於けるEsp.J紹介。

★1月13ロヽ初等講習開始、受講者20名。講 

師進藤、曲村。週二冋水土十週間、用書エス 

講習”前籬。 ・ 一

二暮歯け月2〇 (H 9時より出岛內外俱樂部

L にて昨年度最後の集會もなせり。

先ず鋤燒に舌鼓を打ち別室に移り啜爐も圍み 

ザメンホッフ祭の話に花を咲かて。—— 

Oratoroj龙の讃辭、餘興の批評、名俳優連の 

苦心談等等等“

——宫崎エス葩創立——

北九州の隆盛なるに比し南九州わ常に不振 

か遗憾さしてゐたが宮崎市の古い同志橋本竹 

彥氏、郵便局の渡邊毅氏及び今度赴任された 

神都丸氣の堀內恭二氏等發起の下にエス會設 

立も計戡中の處・12月15 Uザ祭も期して多數 

同志の賛同を得て發會式を行った。出席者わ 

20名以上に上り、會長にわ日野巖囲士 ■副會長 

に橋本氏な推し外に委員數名む攀げた。每月 

5の口を會合日さI文華堂書店にて研究會。
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Zamenhofa Festo en Nagasaki, 193!〔長崎エス•クラブのザメンホフ祭〕

長春

1^.—1月4日縣立師範學校で開かれた歷 
と夭11史に關する小學校敎員の講習會む 

期きして岡田迭雄氏わエス語の宣傳講演なや 

リビラを配布した。同校の同志古澤敎頭の骨 

折りである。

長春エス會も昨年1月成立以來順 

調に成長して來'T:が9月事峻發生

ご共に會埸も甲隊の事務室や宿泊所にあてら 

れ且B互いに何れも多忙な極めす:關係上硏究 

會む久しく休んでゐア:が近頃乂木曜□タに六 

七名が會■合してゐる、尙月水金の夜にわ淵田 

氏方に集合して特別研究會を開いてゐる。零 

下20度以下の寒さにもめげず熱心に出席す 

る同志があち。

學校だより

〔東京:第一早高J最近理科で全級50人 

の內13人がrondoも作って勉强しだし7:。

〔早大〕「新運動方向ミ新組織方針」なるパ 

ンフレットを出版す。內容:1.何故我々わ 

エス語も學ぶか。2.我々の運動方向ざ任務。 

3.基本的活勤Zうフ、え。4.組織樹解等。

〔東北帝大睡學部〕11片22日13時より第一 

回エス演説會花開催。席上吉田氏の「サルパ 

ン酸の中矗」なる演説あり.口名出席。

〔二高エス會〕11月羽口總會も開く。新委 

員も決定・會員28名の名簿作成。

〔名古屋唇大〕カ北口の輪讀な終り次の材 

料さしてザ讃本を使用する二ざに決定。

〔京都學生聯粗〕每月第一土曜［1例會・第 

四木曜B委員會。 ・

〔大分:大野中學校〕1月16口から櫻谷氏 

な指導smi人が硏究をはじめた。

臺灣エス界近況

〔虚中〕★】】月中旬・普及の爲に來臺の廣 

瀨武夫氏の講演會か機#して.臺中商業學校 

でわ俄かにエス語愛好者多數に上り同校々長 

內田氏.敎頭高橋氏指導の下に30餘名が硏究 

を開始。

★毫中市に於て催された此の講演會に剌戟さ 

れて臺中州廳內にわ地方課.敎育課.衞生課 

等に多數同志が出來た。

★11月？〇日、臺中常院內に於て津野田院艮か 

はじめ20餘名の豁員が集り硏究を開始。

★ 11月25B.師範學校に於ても忒瀨氏の講演 

な歡迎Iて以來希望若績出.その他臺中中學. 

高等女學校.郵便局等にても同氏の講演价が 

開催され化。

〔嘉義〕12月】2日、廣瀬氏の「商工業ご工 

ス語」の講話も受けてより卽座に硏究會も組 

織して十數名が硏究も始めす:。

月13日・農林學校にて隨瀨氏の「阈際語 

問題」の一時間半にわたる講演により希望者 

だけでも120名に上り各自エス講座及捷徑に 

よって隨意硏究な始めた。

〔墓北〕逹灣エス學會主催の講習會わ1〇月 

30 E!より均月14日まで稻江義塾に於て開瞬. 

73名。その半數わ勞働者で每週月水金の三 

回。

★12月20 014時より匕トミに於て中央委員會 

を開催.此の委員會に於て決議された事項の 

內最も注目すべきわ講習書ビエス和及和エス 

辭典の刊行の:1さでめる。

★臺北エス會1月ion13時甲斐氏力にて初 

會合、前臺北エス會長杉本艮氏（目下東京在 

住）7ロ來臺、12日にわ盛大む歡迎會が催さ 

れた〇
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東京學生聯盟委員會規約 新聞雜誌ビエス語
】•各學校ヨリニ名選出サレタル者ニシテ 

各學校チ代表ス。委員ヤムチ得ザル場合ノ、代 

理委fiチ認ムルコトアルペシ。

Z 每年十一月又八十二月ニ改選サル・但 

シ再選チサマタゲズ。ゝ

3.委員又八代理委員ハ委員會二テ發言・權 

投票權チ有ス。

4・委員二名ノ連署テモッテ臨時委R會開 

催チ委員艮二請求スルコトチ得。

委H會ハ委員半數以上ノ出席チモッテ 

構成サル。

6. 委員會,、最馬ノ密議決定執行機關トス

7. 委員曾ノ議事ノ、出席人负ノ過半數チモ 

ッテ決ス、可否同數ナルトキハ議艮ノ決スル 

トコロ二儀2〇
&委員會ノ、議艮チ選ビ議事チ雷議決定 

ス。

•9.委員會ハ委員艮及副委員艮チ選出ス. 

且ツ委員長ハ委員會ノ招集統制ノ權チ有ス。 

副委員長ハ委員長チ補佐ス。

」〇・委員會ハ次ノ于部二分タル。

編輯部、會計部・企畫部・書記局。

U.部エノ、部艮一名.副部長二名チモウク。 

但シ・部長副部艮ハ委員中ヨリ任命ス。

丘.部長ハ部ノ統制權チ有シ責任者ナリ。

1眾 臨時緊急ノ必要アル場合ニシテ委員會 

ノ可決チマタズシテ遂行セ ＞各部ノ事業ハ次 

回ノ委員會二報告シ・ソノ可否チ問フコト、 

ソノ場合ノ事業ノ責任丿、該却•部長ニアリ。

14.部ハ委員會二提案事項チ提出スルコト 

チ得。

丄二聯盟か入舉校エス會會貝ハ部艮トナノレ 

コトチ得6
16. 各部ノ內部組織ハ本聯盟規約二反セザ 

妙範圍ニ於テ自由二企厶ルコトチ彳ま。

17. 編輯部ハ各地學生エス運動ヨリノ報導 

ヲ・整理シ” Ln Kevuo Orienta u ノ學生欄チ 

編啊ス。ソノ他・塔二回ノ豫定デ聯盟ノ機關 

紙チ出ス。會計部ハ會計一般チ司ル。企畫部 

ノ、エス詔曾及ノタメノ諸事業チ企貳シ遂行ス

IS・委R會ノ爭務紈行機關トシテ書記局テ 

設ケ記錄.交拶、ソノ他ノ事務チ司ル。

'ノ局ノ組織ハ部二灌ズ。

】9.聯盟參如希眾ノ孚校ノ、代表者二名チ選 

ピ委員會ノ認可チ經ルチ耍ス。

20.聯盟加入校ハ聯盟維持費丁い 錢チ每春 

納入スベキコト、但シ昭和七年度ヨリ徵集ス。

★昭和靑年6・10 エス語運動シルエート

—西村保男氏〔本就の扉にわエス語があ 

リエス鉛瀾もおる）

★法苑錄第一號 佛敎關係の月刊亲隹誌エス
語に關すち記事多數・兵庫縣飾廳和手柄村 

西山注苑寺僉行

★昭和苛年6・12—小說に出た阈際語「二 
スペフント」一西村保男氏

★報知新聞6 -12・1!ーー國際關係を顧みて 

——大石和三郞氏

★艮崎の靑年----Pri Ja kono de sangogrupo.
★週刊ElCK長崎）6-12.20—ザメンホフ棚 

吐降誕祭に際して（淺田氏人生誕祭に鑑み

て（辻氏）.ザメンホフ博七の傅記・蔑國工 

ス協會について（高原氏）等

★東北時報9-12.20------- ンの鏑

★新愛知6-12.16ーー名古屋に於けみザ祭

★京都ロ ータリアン6«12*  23----- ロータリー

クラブに出席された八木口出雄氏の談話め

り ・・ ・

★優生學一月號---- Epizodo de ^lauĉuria
Akcidento, Nunaj Japanujo k. Cinujo, La 
Motivo, kiu Konvertis min al Zen-Budaismo 
孤雲氏、Dissekco de Kadavro南氏エス譯 

★La lalimo Orienta N-ro 1.佛敎エス聯盟

——地 方 會——

★毫灣エス學會基降支部:6・12・15）山中幾三 

臺料基隆市義重町1の1
★宮崎エス會（6-12.15） 34堀內恭二

宮崎市上野町四丁目美老園內

★仙臺鐵道エス译22平野子平

仙臺巾鐵道病院內

女高加エスクラブ20岡田逸雄

高知市两唐人町：3
★訂正犬阪汨人醫學部エス會55

大阪市北區同校兽辱部解剖敎室俣野四郞

ーー地方會機關紙——

★聯盟通信3（ H本鍬道エス聯盟）。★Bulteno 
1.（東北帝人醫科エス會）。★Informilo de 
TES （臺灣エス學會）。・La Norda Stelo 2 
（金瀝エス會）。・Nia Voĉo13,14 （仙臺工 

ス會）。★Lumturo 2.（京都鐵道エス會）。★ 

Eĥo 5,6, 7 （岸和田エス會）〇 ★Verda Kioto 
7 （ベルダキヨト社）〇 ★Biblioteko de Ser 
pento II （セルベント會）〇 ★Bulteno1.（神 

戶エス協會0。★Sprono1.（富山エス會〕。★ 

エス便り2の1（同志社高商）。
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會貝名簿の轅行について

會員名簿の二さは常に凡ゆる會合で問垃さ 

むり営事者におかれても旣に四年Iニー回位の 

發行では不滿足でちる事Ŭ萬々御承知の事さ 

存じます。だからさ云って之を每年發行する 

事は經費の許さ£み事は之又會員各自に於て 

离々承知の・でわる。然し乍ら不止得さして 

之を二のま、放置すみこざ任エス界發展のた 

め少からQ障碍を及すさ云ふ二ざ“我々地方 

會員の痛感マる處でわろ。

依って私はその折衷案な提!Sして當事者並 

に會員各位の御賛同むまY:いさ思ひます。卽 

ち名簿は之を從來通り四年乃至は五年に一回 

位の發行に止め每年其の年内の異動を別册 

Aldo□。ざして發行しては如何?（堀內生）

方面委員の設置について

年每に同志が增す二ミは喜ばしい。さて 

R・〇.の購讀者一埴加方法を考へろ・昨年の二 

號六十一頁會員增加運動に關する記事の徹底 

だ!先づ地方會で委Rむわげ.月極讀者數む 

確定。學會よりその數だけ雜誌な委員任受 

け、lffi布留歳すべきこ过。最小限度に確貰む 

る讀おな篡ちニ过、理由は地方委員の雜謎

布に支障なく・ほ、笑んで配布されるから。

負擔を感じて（［萬事休す。學會より直送出來 

4が委員も通じて頂戴すろe斷然親い、感悄 

が涌くだらう。集金!局手數料も除いて送金 

學會から何か實行具S3案の提出なお願ひして 

（!〇維持貝の必要は論外。（久保義郞）

©學會より 上記二案わ近く評議員會にて討

議致します。皆樣の御意見も一應承りたいざ 

思います。結黑や具¢5案わ何れ誌上で。

★KORESPONDA^FAKO*
揭載若わ必ず返事も出す二さ、學會々 

員わ年一回無料、por neabonantoj 30 
senoj unufoje,(一回 30 錢tSSl雜誌呈)。 

L =letero, P = poŝtkarto, IP = ilustrita 
poŝtkarto, PM = poŝtmarko, dez« = deziras, 
kore.=korespondi, interŝ. = interŝanĝi, koi. 
=kolekti, E = esperantaĵo, G = gazeto, 
kci = kun ĉiu landaj (samideanoj).

Japanujo

★S-ro. Fujita-Ŝin^ĉiro; Taiso-dori 1-27, 
Minato, Osaka. dez. kore. kĉl.

★S-ro ・ Kawamoto ・Nob uyi】ki, zoologisto ； 
Kamisagi-no-miya 410, Nogata-mati, Tokio, 
dez. kore. kci. k. intera・ L< F.
★&ro・ Hamada-Tamocu; ĉe Kobe-Seikoŝo, 
Kobe. dez. intera. L. Pl.I*M.  kĉl.
•*S-ro.  Aigaŭa-Cunemoto; Jukuliasi-maĉij 
Fukuoka-ken. dez. kore. kĉl. Mi estas koinen- 
canto.
★S-ro. Ilaraki-Fuinio (21-jara); Kobe-Ŝodai- 
Kisikuŝa-nai, Kamitutui, Fukiai-kUj Kobe. 
dez. kore. kĉl.
★F・ino・ Fukuhara-Fumiko;1967 Fukai- 
inura, Senboku, Osaka. dez. interŝ. PK. IP. IG. 
★S~ro. Nagaoka-Yoŝio; 4'aiŝo-dori 5-117, 
Minato, Osaka. dez. kore. kĉl.
★S»i・〇・ Yosii-T (studento); Takehaya 104, 
Koisikawa> Tokio. dez. kore. L. IP. kĉl.
★S-ro. Sha-Maifan; Tarnio 67り Ragi, 
Formoso. dez. kore. pri kristanismo k. 
pedagogio.
★S-ro. Nisio-Isamu; Ilataka-inati 301,Mina
mi, Nagoya. dez. kore. kun s-inoj en Ilispa- 
unjo, Francujo, k. Nederlando.
★F・ino. Satojoŝi-ŝ. (banka oficistino); Ĉe 
Kangyo Ginkoo (bipotek-banko),しĉijamasitaf 
Kooĵimaĉi, Tokio. dez. kore・ kĉl.
★F-ino. Ueda-K.; Ĉe s-ro Yamamoto, Ike- 
bukuro 551.Tokio. dez. kore. kĉl.
★F-ino. Manzaŭa-M; Kami-jŭjo 1502, Ooĵi, 
Tokio. dez. kore. IP.
★Hol【8ddo=S-ro・ J. I匚 Willemsbca; Zaaier- 
sweg 93 lluis Amsterdam. dez. kore. kun 
japanaj gejunuloj.
★Germanujo = S-ro. Ilennan Frvikirsch ； 
Herischdorf (Rsgb.), VVannbv. Str.ln. dez. 
kore. per IP.

Hungarujo

★S-ro. Lorincz Erno, inĝeniero; I. Albert 
u. 27. Budades>t. dez. kore. kun japanaj 
inĝenieroj.
★S・ro. Szentgyorgyi Lĉszld, inĝeniero; L 
Albert u. 27. Budapest, dez. kore. kun japanaj 
inĝenieroj.
^S-ro. Taskovits LŭszlĜ, inĝeniero; Raikos- 
palsta, Kassa u. 24. dez. kore. kun japanaj 
inĝenieroj.

へ . ・・■_■_■_■—・一■_・ 一^^一^^一^^一———■ _—_一—一—一—

★エス語に關すみポスターやビラも募集す。 

Verda Ombroや臺阿エス學會ニュースの殘 

本な送ろ。臺北市永樂町5-287連温鄉



8 75

エスペラント初等讀物

小野田宰雄

Lemanto kaj liaj bezonaĵoj
La lernanto bezonas librojn por legi 

kaj por lerni la lecionoj n. Li bezonas 
kajeron, plumon kaj inkon por skribi 
la taskojn, liniilon, ortilon kaj kra
jonon por desegni, gumon por for
skrapi, kaj tranĉileton por tranĉi la 
krajo non. Sen krajono aŭ sen plumo 
kaj inko oni ne povas skribi. Li 
bezonas krom tio sakon aŭ paperujon 
por porti la librojn, la kajerojn kaj 
ĉiujn aliajn lernejajn objektojn.

Sed tio ne estas cio. Li bezonas 
ankoraŭ, kaj precipe, du bonajn 
orelojn, du bonajn okulojn kaj unu 
bonan langon por aŭskulti, por vidi 
kaj por respondi.
聊說3先づ表題から見てゆく °lern・ 

antoはantoで終ってゐるので!ern + 
ant + oであらうと考へ,lerniが「學ぶ」 

であるから「今現に學びつ、ある者丄 

「侮日舉問してわる者」,「學生,學徒」と 

解決が付く。然し普通此の語は小學，中 

學，女學等の「生徒」の意として用ひら 

れてめる。卽ち生徒は學ぶ者だが學生, 

學徒は學ぶのではなくして硏究する者だ 

からとの理由からである。實際の處は怪 

しいものだが〇 bezonaĵoは語尾aĵに眼 

を付ければbezoniが【必要とする」で 

あるから「必娈な物,必需品」と解かる。

本文を一語一語見てゆく 〇la lernanto 
のlaはいきなり出てゐるもので此處で 

は特定を示すのではなく 一般の意であ 

る。卽ち「生徒たる者は」位の語氣。ず

ーッとゆくとpor legi, por lerniと出

る。そこで此れを對句と見れば文脈は

[Por legi |
・...librojn|kaj / la lecionojn

'por lerni丿

となり意識的にはっきりとする。簡章な 

文でも初學の間は成るべく 一度は斯様に 

して見る事が有効である〇前置詞porが: 

動詞の前に在るのは變に思へるかも知れ 

ぬが，此等の動詞は不定法と呼ばれるも 

の,卽ち讀んで字の如く名詞にも形容詞 

にも副詞にも艾本來の動詞にも用ひられ 

る云はヾ住所不定の動詞であるから今の 

場合は名詞として使はれたと思へぱよ 

い。

次の文に移る。此れは中々込み入って 

わるから落付いて讀んでゆく。先づliは 

lernantoを指すものと考へてずーッと 

ゆくとpor +不定法の形が四個所に出て 

來る事に氣が付くであらう。これさへ解 

ればしめたものだ。此の四個を對句とし 

て文脈を立てれば .「

kajeron,]皿强戳
kaj inkon 
liniilon,

Li bezonas < ort^on
kaj krajonon 

por
desegni

gumon por forskrapi.
kaj
tranĉileton por tranĉi 

ヽ la krajonon.
tasko （課業）を書くと云ふのは一寸變だ 

が（前のlegi, lemi lecionojn も同樣〇） 

耍は意が通じさへすればよいのであるか 
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ら「課菓として行ふ事に關する種々の事 

柄」等とくどくどしく云はなくてもよい。 

liniilo はlinio が「線J,linii が I 線を 

引く」である事加ら「線を引く道具、定 

規」と解り、•乂 ortiloはortaが「直角 

の」であるから「直角定規」と解決が付 

く 〇 tranĉileto は tranĉilo の eta 璟も 

の〇 desegni, forskrapiが解らずとも急: 

いで辭書を牽く必耍はない〇 desegniは 

liniilo, ortilo, krajono から察して密や 

圖を引 く 爭，forskrapi は for + skrap + i 
と考へgumoと兩々相照し合せ考へ 

る事に依り消す事と想像される。實に 

desegniは圖を弓]くであるが，鉛筆畫， 

木煤畫,墨畫等を畫くのもdesegniで 

ある。此れに對し繪具を用ひて書くのは 

pentri・skrapiは「肖リる，劎Jぐ」である〇 

ゴムで「消す」は紙停の而を薄く剝ぎ取 

る事〇從て消しゴムはskrapgumo.然 

し火,燈火等を消すestingiと混同せぬ 

樣御注意肝耍〇 forskrapiのfor {i「剝 

ぎ取る」の「取る」の感じ。

次に進んで後のsenはplumoとinko 
の兩方に掛る事を注意する。plumoに 

ブごけ排トけるとベンケイガナ,ギナタ,ヲ 

モッテ式に讀む事になる。oniは・一般人 

を指す〇次の文ではkrom tioに眼を付 

ける,其の他とはどの他か，卽ち前に述 

べた諸道具の他である。本文の文脈は

・ ゝ osakon ]
Li bezonas (krom tio) \ aŭ paper-

(ujon )
Ila librojn, 
la klerojn .

kaj ĉiujn aliajn lerne
jajn objektojn.

paperujoはpaperoのujo,卽ち紙揷み〇 

;次の文のtioも前のtioと同じ意味。

Li以下の文を見てゆくとankoraŭ, 
precipeと副詞が二つあり次にdu, du, 
unu,及por, por, porがある〇そこで 

此弄をも刃、對句と見て文脈を整理する。 

然して,oreloj と aŭskulti, okuloj と 

vidi, langoとrespondiとの關係を考 

へれば次の様な文脈である事は容易に氣 

が付くであらう。卽ち

rdu bonajn orelojn, ' 
. du bonajn okulojn

Li bezonas '-----
kaj 
unu bonan langon,

"por auskulti,
Dor vidi

por respondi
porを一つだけ使ってpor aŭskulti, 
vidi kaj respondiでも良いのであるが 

本文の力が竜味は强くなる。又kaj pre
cipe のkajも强意に對し十分の効果を

發揮してゐる。.. .....，フ;'

leciono 授離〇 kajero ノート 〇 sako 
袋,カバン,サック〇 porti運ぶ〇 an
koraŭ 尙ほ。precipe特に，就中〇 aŭ
skulti 聽く 〇 respondi答へる〇

匚參考〕lecionoとtaskoの區別。日 

本の辭書には何れにも「課業」と云ふ譯が 

這入ってわるが，前者は敎師が生徒に敎 

へると云ふ方から見汇「課業」,後者は生 

徒が敎師から與へられた「課離J其他. 

Ĥ課，作業。

.aŭdiとaŭskultiの區別〇 aŭdiは自然 

と耳に入り來った音をきく事。aŭskulti 
はきかんとして耳を欹てる事。

【譯】生徒ご彼の必要品生徙は授業を受 

ける爲に書物も必要さすみ。彼は課柴をおく 

爲,ノート,ベン,インキも，線を引く爲に直 

線企親,直角定規，鉛砥な，消し取る爲にゴム 

む,次鉛筆を削る爲に小刀な必耍ざすろ。鉛 

筆無しか或はベンミインキ無しでは書けな 

い。彼枝其の他,本,ノート,及冥の他の總ゆ 

み崔校での品を持って行く爲にカバンや紙揷 

みな必妥ミする。

然し其れが總てでは“い。彼は尙ほ,然も 

特に，二の良い耳ミニの良い眼ビ一つの良い 

舌ミを必耍さする一聽く爲，見る爲，答へ 

み爲に。
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日、月、星 辰
初等エス作文の練習——

小此木貞次郞

天高うして日月懸り,地厚うして山河 

橫はる。地匕に立って高い自然の呵屋根 

を仰げば，四季を通じ□月星辰は悠久の 

姿を以て過去から未來へと宇宙の大法則 

に從って遅行を績けてゐる。遠き古代更 

始人が遊牧の方角を太陽や星に定め,土 

看して農業を營むに至ると曆を作り,種 

蒔，收穫の時期を知るのを皆之等に求め 

た。そして一面バビロニャ其の他地中海 

沿岸の地方に於て淸澄な空氣は夜の星空 

を神秘的宗敎の殿堂と化した。今私逹は 

それと變らぬH月星辰を日常生活の手近 

に呼んで來てエス作文の練習をしてみよ 

う。 …•

太陽は束に上!），西に沈む。

太陽la suno.太陽や月などは,吾々に

とって誰にも共通に了解されてをるもの 

故laを附す〇東に，西に,en la oriento, 
en la okcidento,束からと特に云ひた 

い時は de la orienta horizonto など 

と云ひ得る。上るleviĝi (sin levi)が最 

も一般的でせう。沈むsubiri, subiĝi, 
malleviĝiなどある〇すると全文は

La suno leviĝas en la oriento, kaj 
subiras en la okcidento.

kajの次にĝi （la sunoを受けて）を書 

いてもよい。

太陽が上ると朝です。太陽が沈む

と夜です。

上るとのとは上った時にはの意味です 

加らkiamといふ關係詞を用ひることは 

誰も如ってをる。朝ですといふ場合エス 

語では英語や獨逸語にあるやうな天候や 

皓間を表す主語辻や・esを用ひない。

無主語でestas matenoでよい〇又は 

fariĝas mateno. ロ本語で夜といっても 

エス語では vesperoとnokto の二つ 

あるのに御注意肝耍〇 vesperoは大體太

陽が沈んで，一般の人々が直に就くまで 

の時刻をいひ,noktoは人々が寢につき 

再び太陽が出る頃まで。だからこの場合

vesper〇の方が適當〇尤もtagoとnokto
と一Hを二つに 分けて考へればnokto 
を用ひられないこともないが,かゝる場 

令には……，venas nokto.といった具 

合にした方がよからう。譯文は

Kiam la suno leviĝas, estas 
mateno. Kiam la suno subiras,
fariĝas vesper〇.

地球は太陽の周圍を廻轉する〇

がりレオが法王の前で秘に眩いたルネ 

ッサンスこの力地球が太陽の周圍を自轉

しっゝ公轉することは萬人の常識。地球

la tero. ~の周 を廻轉するはmoviĝas
ĉirkaŭ (ĉirkaŭ)iras ĉirkaŭ ron
diras ĉirkaŭ ~ ・

前置詞ĉirkaŭをやめてĉirkaŭmovi- 
ĝas, ĉirkaŭiras ~・n とも書ける〇

La tero iras ĉirkaŭ la suno・

月は伺埠き,誉間は輝きませ厶。

月la luno.輝く brilas, lumas.
La luno lumas en la nokto, kaj 

ne brilas en la tag〇.
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月は非常に美しくまるで銀盤のや 

うだ。

美しいbela.まるては恰も,丁度，例 

へてみればと同じく kiel, kvazaŭを用 

ひたらよい〇銀盤arĝenta disko.
La luno estas tre bela, kaj ĝi 

estas kvazaŭ arĝenta disko.

月はまともに見ることが出來る。

何故なら月は太陽程輝かないから。

眞向に見るvidi rekte (rigardi)この 

文はlunoを主語として受身の形でも書 

けるが,こんな場合はOni, Vi, Ni, 一般 

的人稱代名詞を使ふ。AはBほど〜ない

A ne tiel ~as kiel B.（動詞形）A ne 
estas tiel ~a kiel B.（形容詞形）

Oni povas vidi rekte la lunon, 
ĉar ĝi ne estas tiel brilanta kiel 
la suno.

星が澤山夜の空に

星stelo, 一般的にといふ童味で複數 

にしてla stelojとして使へる〇星が澤 

山 multaj steloj, multe da steloj.夜 

の空にen la nokta ĉielo＜從つて

Multe da steloj brilas en Ia 
nokta ĉielo.

sed efektive ili estas tre grandaj; 
ĉar ili staras tro malproksime de ni 
por vidiĝi grandaj・(Mi ne povas 
vidi ilin grandaj, ĉar ili staras tro 
malproksime de ni).
遠くにあるといふのは「觀察者より」 

「見てをる吾々から」の意味ですからde 
niの如き句を入れゝぱ一層分!)よい〇

以下題目に因んだ練習問題を揭げま 

す。解答は色々に書けますから，種々卸 

硏究下さい。「ドの譯例はその一つの書き 

現し方に過ぎないことをお忘れなく 〇(練・ 

習にはすく・筆をとらす・先づ全體を頭の中 

で考へ，之を口に出して云ってみて,そ 

れから紙に書くこと)。

1.太陽が山の上にかゝってめる。

2・朝,目が醒めると日光が室の中に. 

流れこんでわた。

3. 月は雲に隱れてゐる。•

4. 北極星は常に北の空に輝く。

5. 西の空に宵の明星がキラキラ輝い

てめる。

〔語彙2！ （H,月等が）かゝるpendi,, 
stari 等〇 ロ 光 sunlumo, sunradio, sun二 

brilo.流れる flui.北極星la polusa stelo. 
宵の明星la vespera stelo=la Venuso.
キラキラ輝く brileti, trembrili.

星は小さく見えるが實際は非常に 

大きし;のです。星は餘り遠くにある 

ので大きく見えないのです。

見える vidiĝas, aspektas, montriĝas, 
實際はefektive,餘り~て' ない。の 

形はesti tr 〇〜por—といふ風に書く 

ことも出來る。遠くにあるはestas, 
staras, malproksime 等〇

La steloj aspektas malgrandaj,

〔譯文一例:）

1. La suno pendas super la monto.
2. Vekiĝante en la mateno mi. 

trovis sunradiojn fluantaj en Ia. 
ĉambro n・

3. La luno estas malantaŭ nubo..
4. La polusa stelo ĉiam briletas - 

en la norda ĉielo.
5・ Sur la okcidenta ĉielo briletas 

la vespera stelo/ ; T,
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La Luno super la Kastel ruinoj
(荒城の月)

I
Ĉe printempa flora bai*  

en kastel-loĝi,
En levata orpokaf 

speguligis vi,
Kaj fiere super pin' 

tiam brilis vi,—
Tamen nun revidi ĝin 

kie povas ni ?

III
Super la kastel-ruin, 

vi lumadas nun,一
Ternpo ne tuŝis sole vin, 

ho, eterna Iun'!—
Ĝin ornamas nur heder' 

sur ruina mur\
Harpas ĉe la konifer 

vane vent-murmur,・

II
En autuno ĉe Y tendar” 

blanka frostis ter\
For kun krio anserar'

flugis en aer\
Brilis ĉies lanca kling*

lume ja pro vi,—
Tamen nun revidi ĝin

kie povas ni ?
------ ------- - - -                -
〔直譯:ĵ I.春の花の衣會に城の樓富 

•に於て,擧げらるゝ(levata)黃金の酒 

杯(or^okalo)の中に汝は姿をうつした 

(speguFiĝis),そして松の上に誇ら加に 

汝は其！!寺輝いてゐた,——だけどそれを 

今何處に再び見ることが出來ようか? 

H.秋,陣營(tendaro)に於て地血は 

En la regno de ĉief 
ŝanĝas sin neni", 

Pasas la feliĉo, bel； 
ĉio for ĉe ni.

Kiel atestanto do 
ĉu vi staras nun

Super la ruinoj, ho, 
fierega Iun' ?

ま白く凍ってゐた(blanka frostis)，啼 

き乍ら雁の群(anser'ar'〇)は空中を飛び 

去って行った(for flugis),皆の槍の效 

先(klingo)は汝の光を受けて(pro vi) 
明るく輝いてゐた,——だけれどそれを 

今何處に再び見ることが出來よう加? 

III.城の殘墟の上に今汝は照りつ'け 
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てゐる，——時はお前だけを（sole vin）觸 

れなかったのだ,永遠の月よ!——殘墟 

を飾ってゐるのは崩れ壁の上の葛だけ 

だ，松に當って風のさゝや3 （ventmur- 
mur* 〇）のみが琴を奏なでゝゐる〇 IV. 
天の國に於ては何も（nenio）變る（ŝan
ĝas sin）ものはない,吾々の處（此の世） 

では幸薩,美,すべてのものが過ぎて行 

く。依て證人として（昔の事を見て知っ 

てゐる人として）お前は今廢趾の上に出 

てわるの加・おゝ,誇らしい（fierega） 
月よ。

Ctfcĵ bai； loĝi； orpokaf 等は前號 

にも述べた通り名詞（單數主格）の語尾 

-〇をeliziiしたもの,此の場合揚音は 

原位置に在る，例へばorpokafでは・aV 
に揚音。第一行のĉe.第二，三行のen, 
第五行のkaj,第四行のspeguligis 0 
spe-には flankaj akcentojをつけて 

誼む。卽ち此の詩のritmoは奇數行は 

‘」亠ゝ偶數行は此の如く 一揚 

音に一無揚音がつ、 くものをtrokeo 
（揚抑格）と云ふ（エスペラント捷徑p. 
139參照）。音莎と歌詞とを比べてみる 

と音符の線で區切られ仁各區劃（音節）の 

始めは必す・歌詞の揚音になってゐる。音 

曲ある歌詞を譯する場合には曲符に就て 

揚音の位置を定めねばならぬ。さもない 

と詞が曲とそぐはなくなる。

Baloイ&會，舞踏會（festenoを用ひて 

もよい處なれどritmoとrimoの仁め 

baFを用ひた）。

Loĝio劇場の壁で小區劃に仕切られ 

た棧敷〔持別席）;建物の鑫臺になってゐ 

るおばしま〇

Pokalo酒盃（普通臺なし），kaliko脚 

臺（piedo）のついた酒盃（傍勝カッブな 

どは此の類），glaso 一般に水でも酒で 

も,ビールでも入れるコップ,グラス（顺 

哀あるも無きもあり）glaseto .リキュー 

ルなどのむ小さい脚付のグラス。

Spegulo鏡，speguli （物の姿を）うっ 

す，speguriĝi=sin speguli 姿をうつす, 

（鏡に）うつる。

Tendo天幕（テント），tendaro慕管〇 

Tentoは『誘惑』〇

Ansero （家禽の）笛爲（野生の）履＞ 

（Dom-）ansero 鷲烏,sovaga ansero 雁〇 

Anaso 家鴨，sovaĝa anaso 鴨〇

Klingo或〇 Razil klingoカミソリの 

取。

Sola唯一の,たヾひとりの;sole唯 

••••のみ（=nur）; soleca淋しき〇比較

（Sole ŝi ploris.泣いてのみ居た

（Ŝi ploris sola.獨リで泣いてゐた

II のニ行 Blanka frostis （la） tero 
も後者と同一の用法:tero （名詞）が白 

いので‘frostiし方が白いのでないから 

形容詞を用ひる。（エス捷徑P-127參 

照）。

Koniferoはpino, abio等松柏攒の 

汎稱。玆には前述のpinoを扌旨す。

Nenf は nenio 0 elizio;本來 nenio*  
ĉia, ties等のneni； ĉi*,  ti'は語根でな 

い故elizii出來ぬ筈なれどneni'のみ 

は便利であるから語根扱ひにすることあ 

り:neniigi無にする〇然しĉio, tio, 
kio等はĉf, ti\ kf,等とeliziiせぬ習 

慣なbo
Ŝanĝi （物を）變（か）へろ:sin ŝanĝi= 

ŝanĝiĝi變はる〇



各團體へ急吿 川M"«■・圖何
llHUmHIlUillUiHllHIHHMI 皿 IIHHHHlHiUOmiHUHUUnmUlUmiHl

』ARUBRO賀嚥地方會!鹦報知を乞ふ

本年はJarlibroを出したいと思ひますが、從來の會員名簿式の型を脫してゝ今度 

はUEAのJarlibroの樣に（少しは違ふが）各地の地方會（學校、官廳ゝ會社導 

のgrupo, rondo, klubo等を含む）を基準にした地方會名簿を主としたものにし 

たいと思ひますから、下記の爭項を至急當學會內「年鑑係」宛御送附下さい。

Jarlibroは材料の集り次第出版したいつもりです。囘答期限（遲くとも）2 JĴ 

20 口 迄。

L會の名稱。2.會の事務所所在地。3.會の役員名（會長又は幹事の住所を明 

記さるゝ方可）。4會合口時（囘數等）。5.會合場所。G.會の機關誌。7.會主 

催の各種保等（？）

段日本エスベラント學會

iiniimKinnninfimiHnninnininmminEiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiBiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiBiiiiiBiii

61BKKKBmKf 

定

價
 

送

料

武

士

道

刀

鑑

劍

露

木

・

淸

彥

著

昨年レウ•才に連載好評も博した｛Ĵの。武士道「興亡に 

伴奏する□本刀の盛袞史、その鑑别、刀鍛冶の流派等 

等、興味深々。装幀繡洒。有意義なこの原作をぜひ!

52

錢 銭

!9iilHlKC9E»ai3ISSIHK3U8n3IHUH058ZEIini1118111iinS8Bii!ftS2IJl!IiH1Hnt^S^i2：SniiininRĥnilHemiHH!iniminiDniinr

隸船3髓舉日本エスペラント學會 電話牛込（34） 5415誓
振替口座東京11325番



洋書短期特賈
別項（本誌66頁）記載の通りゝ爲替相場變動のため止むを得ずゝ廣範圍に亙っ 

て洋書の値上をし、新定價の圖書目錄を發行ヽ本誌と同封あ・送りしましたがヽ舊相 

場で仕入れた在庫が幾分ある下記の洋書に限りゝ次の條件で特賣致します。

★二の特價洋書仕本會會員に限り提供ゝ會員外の方から（エ新淀價な中受・。

★締切期口を定めず.舊相梟仕入品歳切れ次第漸次新定價に復す。

★ 一科;類なちべく 一人一册宛。一種類を多數纏めての註文には應じ兼“み;きあり。 

★御註文品資切れの場合の代品もあらかじめ御指定願へれば幸ひです。

—部數に限りあり.好機は再び來らず、即刻御註文あれ——

Aelita.......................上 2 50 (6)业

Aspazio .............................................
Bibliografio de Internacia Lingvo.....
Bulgara Antologio.............................
Bulgara Lando kaj Popolo ..............
Deutsch-Esp. Wdterbuch ...................
Devi An灯eni .......................................
Du Majstro-Noveloj- 210 ⑹ 並 

Du Rakontoj .......................................
Cours Methodique .......

Grammaire Complete
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0.45 ⑷
Themes •••〇・45(4) Versions.......045 (4)

Eŭgeno Onegin .................................. 1.50 (4)
Filatera Terminaro................................0.60 (2)
Galerio de Zamenhof...........................〇 55 (2)
Halka .................................................. 0.45 (6)
Historio de Esp•…上製 し 1-30(4), II. 3 10(6)
lli ……aso (4) idoj de Orfeo……2 30 (8) 
lmperiestro kaj galileano...................

................上 3-30(18)並 2.£0(12)
Jarmiloj Pasas……L 440(27)…II・ 4.10.27)
Kaatje.......083 (6) Kandid……0.95(4)
Kompleta Gramatiko...................上製 3-30(10)
Kristanismo kaj Patriolismo................060 (4)

Laborista Esperontisnio....................... 0 20 ' 2)
Laborkajero al Petro...........................018 (2)
Lastaj Tagoj de Zamenhof ...............0,65 (2)
Leipzig.................................................. 〇-25 (2)
Leono de Flandrujo---Jt 3 30(18)並 2-80(18) 
Maro……1.85 (6) Milano.......230 (4)
Oriento...................................................1・85 ⑹
Per Balono al Po uso .......................4 63(18)
Protokolo de X-a Kongreso de SAT…0,40 (2) 
Pro Iŝtar................................................ 2-60 ⑻
Saltego trans Jarmiloj................一…1.80 (8)
Se Grenereto---3.C0 (6) Tajdo, La-- 0,65 (2) 
Urso - En Montoj...............................〇 25 (2)
Vade-Mecum lnternacia Farmacio •••220(18)
Vila Mano............... t 3 30 10)並 2-50(10)
Biblioteko Tutmonda ...........................
各0 25(2)倍號 0.50 2)三倍號 075(4) 
10,11/12, 13/14, 15-17, 18/19.

Esperanta Biblioteko lnternacia .......
...........各號 0.18 (5)倍!S 036 (2) 
2,14/15,18, 22, 24, 25, 25, 27, 28, 32・

Internacia Mondliteraturo...........各號 0 65 (2)
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,13,14,15,16,17, 
1& 19, 20, 21.

新着★再着★洋書★案內
下記の洋ぶが最近多數入荷致しまし了:。何れも好評嘖・.學會へ來られた方がぜんご. 

ん買って行かれるので.中には殘部が少なくなつむのもおらくらゐです。

^Antaŭen, al Batalo ka; Venko.第 4 回 !PF
大會の宣言書,......................003 (2)
★BoGeva Komuno de OGPU. Soveto 不良兒

敎育所の楼略.................. 0.15 (2)
★Decida Jaro.社许主抵建設にミってのそれ

(I ?.............................................. 〇-25 (2)
★Eklezio kaj Oktobra Revolucio. 宗敎は勞働

者の敵...............................015 (2)
★En la Lando de Hlndenburg.「民主主義」阖

逸の正....................... 0.60 (2)
★Edinburgh - Esp. Vortaroj補改訂1.2j (4)

★Esp-ista Traktoro・ 勞農露國建設に參加し 

讥他國プロ E?p-istoj...........................0-13 (2)
★Fervojstacio Znamenka,革命途上の赤い患 

の悲劇..............................013 (2)
^Financa Kapitalo en Papa Mantelo.羅馬法 

皇の逸樂生活さ「神聖」の假面......0 30 (2)
^Fundamento de Leninismo. Sverdlova 大舉 

に於けStalinの講義錄 ........... 075 (2)
Himno, La.白色テロ国勞飭苦の鬪爭....

.......................................................0 30 (2)
^Kapitalista Sklaveco kaj Socialisma Labor
organizo. その相違よ? ...........015⑵



★Moralo Religia kaj Moralo Proleta. プロレ 

夕Vアの行くべき道は...... .……028 (2)
★Morto de Janulaos,赤衞甲B8爭扌币話 ....

........................................................015 (2) 
★Nia Gvidanto,各方面カ・らしeninな描く

.....................................................028 (2) 
★Pri Religio.社伶主義e宗敎の關係〇. 〇(2) 
★Problemo de Laborista Espismo. 眞のプロ 

國際主義任? (Lantyを論難••…0,40 (2) 
★Ruĝa Aŭroro,闘爭精神に燃丈ら原作詩… 

............................................................0.40 (2) 
★Rti細!alko.故初のSoveto誕生物語 

........................................................0.15 (2) 
★Septembro.農民の叛逆ミ流血の抑壓(詩)

 015 (2) 
★Kaŭkaza Militkaptito.杜須短篇…0.15 (2) 
★Kial Venkis Esp.勝利の眞因……025 (2) 
★Kiel Firmiĝas Kolĥozo a La Vojo de Lenin 9 
農村Sovetoの組織さ發展......... 025..(2)
★Kiel mi Lernis. Gorkij の少年誌代 015 (2) 
★Kiel ni Konstruas Socialismon. 社會主義遂 

般は如何にしてなされろか.......... 0.08 (2)
★Kulturo Nacia kaj lnternacia. 第16 回全露 

共産黨大會稼告き決謹..............015 (2)
★Kvinjaro de sovetlandoj 革命を永久傳へろ 

に貴重な寫赦多げ挿入..............075 (4)

★Radinai-Stenografio. 
用速記断............

★BES a Adresaro (1931年版).

______ の文書希望のH仁是JI御利用を

inniniinnnmHininninmmiininiHHHiiHHmFinnmKiiiinininHnnmiuuHiiiiiiiimniuiiHU!11111111HHHUimiiHHUiHiUH

★Sieĝo de Sebastapolo.杜翕の傑作 025 (2) 
★Socialismo,然血迸ち勞農詩集…0.30 (2) 
★Tiel estis en la Jaro 1915. 大戰中に突如 

勃發い一大ストライキ...........015 (2)
★ 133 Tagoj,勞農ハンカ•リアの自己批判…

............................................................ 1.50 (4) 
★Vagabondo kaj Sinjorino.百离の讀者を熟 

狂させたドイツの小說のエス譯....2 40 (6}
★Universala Esp. Lernolibro.外肚語素養のめ 

る講習生に好適..............................

...........I.120 (4), II.(敎饰用)090 (2) 
★Vojo, La.ザ博士原作詩棣譜……0.10 (2) 
★Espero, La,エス聖歌の譜(marŝo) 0.15 (2) 
★S-ro Tadeo.詩聖の战人傑作.巨匠一代の

名譯..............................3.90(10)
★Estu Homo. Charles Wagner 人坨論....

...........................................................075 (4)
★Lingvo, Stilo, Formo,レウ・オー月號川崎氏 

記事參照あれ近來の好著............1.90 (4)
★Streĉita Kordo,現役エス詩界の第一人者 

Kalocsay の原作詩集.............. 2.50 (6)
★Rimportreto, 一月號川崎氏記事參照......

エス語に應旧さUた實

0.35 (2) 
海外同志ざ 

•• 0.50 ⑵

隸朋站 歡日木エスペラント學會 電話牛込(34)5415番 
加替口座東京11325番

,Kunowski敎授の國際速記法:日木語版 1

日本語速記術——附錄エスペラント速記法
大場格著 定價35錢送料2錢

大两敎授の手紙より:簡明にして何人にも理解さn易いよい御構想です.……從 

來多少のぞきました□本式の字母に比べて數も少く.训筆も一層便利て・ある梯に感 

じます.……之が廣く行きわ了:り・世を従するやう切望に堪へません……〇

✓^>z\z\z\z\ZkZi<z\z\z\z\z^\z\z\z\z\z\z\z\/\/v\zxz\/wz\z\r

發行後ニケ月も經たない內にゝ旣に學習考の方々から正確な速記文字で 

書かれたエス文の書信を受けてをリます。

發行所 國際速記研究會
取次所 毆日木エスペラント學會
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誰にもおぼえられる萬國共通の言葉

エスペラントで全世界の兄弟と手を握らう】

面□くてよくわかる勞働者の語學雜誌
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Unu jaro da senlaborごeo：入選自由作文）

TRA LA LANDOC時文硏究）

El unu ĉelo fariĝas homo（卵細胞から人問まで- 

一自然科學のmsi）
HU MORO

爵話の敎室

俺たちの字引（プロレタリア日用語と滿洲事煙主

要人物地名辭典）

新刊紹介

作文添作及ぴ幕集

工場農村から

カマラード

エスペラント遲動ニュース

1册2 0セン（郵稅2錢）
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スペラント初等讀本 
スベラント中等讀本 

メ ンホフ讀本 
ソップ物語 
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中村精男障丄遺稿

日本エスペラント學會發行圖書其他

最新最良の獨習書........... ｛趨

外网語花知らわ人の獨習講義錄••… 

語數一寓五千餘、譯・・・ 
語正確.索出至便•…

文法敦科書ご證本さを力s.......... 030
大きな活字で要領よく編輯い......020

挿繪入程度低く小中學生にt適す……0.30 

興昧深き讀み物數十篇む收む........ 〇-39
...... 全3卷、各卷0.20 （2）合卷0-50 
脚注付・錨習讀本並に獨習好適......近

エス語發音上の従問を氷解す.........0.30

盲人用觸習書兼字引.................. 1.00
笑話廿二篇も對譯詳註I興味橫溢……0.10 
エス語創案者ザ博士の傅記........... 080

ザ博士の言語上の解答も蒐む.........0.50
文法及三干五百語を含む小辭典宣甲用〇・05 
エス語のみでの世界旅行記••• ｛寺备

「カルメソ」の作者メリメエの名嚣....035
情熱詩人ハイネの詩數十爲...........〇-40
ザイデ,レの爐邊物語中のー篇........ 0-40
一幕物抱腹絕倒さす程の大滑稽劇……〇-40 
•も翁の知!篇。附錄「エス學習書籍解題」!-59 
「農民」で有名な波聞文亲レ氏の短1Ŝ-0.40

エスペラント書き日本叢書

0.40 2 惜みなく愛“奪ふ..... ..........075
0.15 2 ベルダ・カルト..... ......... 1.00
0 20 2 綠 葉 集..... ......近

0.15 2 日本民族の起原..... ......... 0.10
近干。 LI本刀劍鑑..... ..........0.15
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刊2

エスペラント單語カー 
エス ペラ ント文例 
于ス演說尊話レコー 
Espcro, Tagiĝo レ コ —

綠 星章

七百二十語に一々用例を示す 

カードさ同一內容の本......

小坂氏吹込兩面

獨唱.兩而....

正百枚一册....

ハ十枚入ー袋…
四枚一組三色刷エス說明入......

三越特製上等....................
乙陋（背廣用） 各（送料共） 

丁種（背廣用待製）各...........

綠
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1.20 40（內地外 80）
1.53 40 （內地外 80）

4
2
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2

170
100

ス ペ ラ ン ト便讃

スペラント封緘紗 

本風疑風俗工ハガキ 

ス ペ ラ ン ト 手制

甲種（安全匕ン止）

丙極（安全ヒソ止特製）

カフスボタン（箱入一組）..............................

ネクタイピン............................................

星 あf紙製綠地に白く「エスペラント」芒拔く。十枚（郵稅共） 

筠貓為帶朝日本エスペラント學會

……0-2J
……0.20
……0.10
……0.20
……0.30
……0.50
……120
送料共0.30
……0.15 -

振昏丨1座番號 
柬京11325番
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La Revuo Orienta—— onata organo de Japana Esperanto-Instituto,
Sitfogaŭamaĉi 111-15, Uŝigome, TOKIO, Japanujo; abono internacia 7 svis> frankoj.

我國に於けるエスベラント普及・硏究・實用の中心機關 

皐黒日本エスペラント學會 
東京市牛込區新小川町三の十五

—【竈話牛込（34） 5415番一振祐口座東京!1325番】——

目 的エスペラントの普及、帧究、實用

（（«）エスベラソトに關する各種の硏究調査及其發表 
が 幽少）雜誌及圖書の刊行等
齡 * | （c）講演會・講習會の開催及後援

l（d）其他本會の目的も達成するに必要ミ認むろ事業
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號

尙ほ本會に關する詳細及び本會發刊書並に內外エス 

ペラント圖書目錄は郵券二錢封入御申込み下さい

魁くべき廉價なる初等學習及宣傅用雜誌

初等エスペラント
本誌しa Revuo Orientaの初等向の頁を拔き、卷頭言等を附したもの

每月五日發行 表紙共每號十六頁

_________ 誤らざる學習の指針ーー懇切なる獨學の伴侶

購請料 —年分僅かに六十錢 半年分三十錢

本誌の弟分佗る「初等エスペラント」を愛護して、宣傳しませう

（見本（［郵养五錢封入御申込み下さい〕

本誌購證料（郵視別）

圖書目錄及本會 

の詳細に關して 
（I二錢切手封入 
申込まれたし。

一部 H0.20

牛年分 H11.20

一年分 H2.40

曲｛軽炉腸繁 

口型街寥I基本金專用東京32089番

昭和七年一月二十五H印M 
昭@七年二n

印剧人

敦行所

• 口發行 <

柬京市牛2・新小川《V三ノー丑 

大 •井 學

東京市神田區三縊町三ノーn六 

尾 崎 獎
（一 苫 印 ■所） 

東京が牛込區新小川町ヨノ •-五 

戰日本エスペラント學曾
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